
 1 

アルベルティとローマ：ニコラウス五世の理想都市 

岡北 一孝 

 
15世紀前半のローマ 

1309年に教皇庁がアヴィニョンに移された後，オルシーニ家
とコロンナ家という中世からの有力家系同士の対立や，ナポリ
のアンジュー家や，神聖ローマ皇帝の政治的介入などもあり，
ローマは混乱の中にあった。1378年から 1417年の教会大分裂
の時にその混迷ぶりは頂点に達したが，市民たちは，組合や兄
弟会を組織しながら，栄光の古代ローマの共和制時代を夢見て，
コーラ・ディ・リエンツォ (Cola di Rienzo, 1313-1354) の企て
のように，市民自治の機会をうかがっていた1。 

1417年に，コロンナ家出身のマルティヌス五世 (Martinus V, 
在位：1417-1431) が，教皇に選出されてからは，教皇たちはそ
こが聖都であり，キリスト教の総本山であることをアピールし
つつ，ローマの秩序の回復のため様々な都市介入を行った。し
かしながら，マルティヌス五世が即位してもなお，ローマや教
皇を取り巻く環境は不安定であり，次に教皇を任されたエウゲ
ニウス四世は，コロンナ家に対して厳しい態度をみせたため，
彼らに睨まれ，ローマを追われるように後にする羽目になって
しまった。この時も，教皇の都市としてのローマが実現するこ
とはなかった2。それどころか，教会はまた長きに渡る分裂の時
代へと入り，混乱のローマへと逆戻りかと思われた。ピウス二
世 (Pius II, 在位：1458-1464) の『覚え書』Commentariorum Pii 
Secundi Pontificis Maximi Libri XIIIで，鮮やかに語られているよう
に，エウゲニウス四世 (Eugenius IV, 在位：1431-1447) が在位
する頃の教会は，バーゼル公会議からフィレンツェ公会議まで，
公会議派と教皇派が激しい分裂・対立を繰り返していた。公会
議派は 1439年に，対立教皇フェリクス五世を擁立するまでに至
ったが，なんとか分裂は避けられて，公会議は 1449年にニコラ
ウス五世 (Nicholaus V, 在位：1447-1455) によって幕を閉じら
れた。そしてフェリクス五世は退位した。 
つまり，ニコラウス五世になって初めて，教皇の都市として
のローマが出発したといえる。残念ながら，ニコラウス五世が
都市にいかに介入したのかを，現在のローマの姿から理解する
ことは難しい。その後のルネサンスの教皇によるローマ都市計
画や，1527年のローマ劫掠，バロックの都市改造，ファシズム
の時代を経て，ローマはダイナミックに姿を変えてきた。その
ため，ニコラウス五世が行った数々の計画の様子や，建設され
たモニュメントなどを，実際に目にすることはできない。その
ために考察の材料は，当時の著述作品と，絵画・素描などの図
像資料が主となる。例えばC. L. フロンメルは，工賃や材料費
の支払い記録と，ジャンノッツォ・マネッティ (Giannozzo 
Manetti, 1396-1459) の，『ニコラウス五世の伝記』De vita ac gestis 
Nicoai V summi pontificis』(1455年) を頼りに，ニコラウス五世が
夢見たサン・ピエトロ大聖堂の建設の実際に迫ろうとしている3。 

 

教皇の都市計画 −マネッティが語る 5つのプラン− 
マネッティの『ニコラウス五世の伝記』によると，教皇の計
画は 5つの柱で成り立っていた4。少し長いが，マネッティの言
を引いてみよう。 

 
教皇が断固たる決意を持って実行を望まれた建設計画は 5
つございました。それらは記憶と称賛に値します。そしてそ
れらは街にとってとりわけ，防御と装飾と健全な空気と信仰
に関連するものでございました。 
最初に，多くのところで崩れ落ち，壊れてしまっている市壁
を修理されました。そして，グレゴリウス一世が設立された
40 の教会堂を，新たに建物を付加することで刷新されまし
た。3番目にハドリアヌスの要塞の門から，我らの主である
聖ペトロのバシリカまで伸びる地域について，守衛所を設置
し建物に補強を施すことで，教皇庁の全ての人間がそのなか
で安全に暮らせるように考えられました。さらに，教皇のお
住まいを堅固なものにされつつ，見事な仕方で荘厳に飾り立
てようとされました。最後に，サン・ピエトロ大聖堂を一か
ら新たに創り変える計画をたてられました。最初の 2つのご
事業に関しては，私は詳しく述べるつもりはありません。な
ぜならそれはもう済んでしまったのですから。そして，残る
3つのご計画に関して，私は詳細に述べていくことにいたし
ました。なぜなら，これらのご建設は並外れた極めて素晴ら
しいもので，全て完了した暁には，ローマは光に包まれるこ
とになるでしょう。5 
 
簡単にまとめると，1 つ目は廃墟と化したローマの市壁の修
理，2つ目がローマでも重要な役割を担っている 40の教会堂の
修復，3 つ目はヴァティカンとサンタンジェロ城の間に広がる
ボルゴ地区を再建し，ヴァティカンを教皇庁の拠点とする計画
であり，4つ目がヴァティカン宮の拡張，最後の 5つ目はサン・
ピエトロ大聖堂の修復である。引用から明らかなように，マネ
ッティは，1つ目と 2つ目に関しては，ほとんど触れずに，ヴ
ァティカンにおける，ニコラウス五世のプロジェクトを詳述し
ていく。それはマネッティにとって，教皇庁が位置するヴァテ
ィカンを記すことが優先だったからかもしれないし，マネッテ
ィ自身が，教皇庁にやってきたのが 1453年だから，その時に進
行していた計画について詳述したのかもしれない6。 
いずれにしても，「理想都市」という観点では，サンタンジェ
ロ城からサン・ピエトロ大聖堂にかけてのいわゆるボルゴ地区
の整備の実際を知ることが重要である。そこでまずは，ニコラ
ウス五世が目指したボルゴ地区の復興について，マネッティの
記述に即しながら見てゆきたい。 

 
3つの通り −マネッティが語るボルゴ地区− 
ニコラウス五世は，新たに城壁を建設しつつ，その壁とテヴ
ェレ川に挟まれた地域の家屋を取り壊し，ハドリアヌスの霊廟
の前に広場を設けた。新城壁は，ハドリアヌスの霊廟からヴァ
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ティカン宮殿まで延びて，ニコラウス五世の大塔に接続し，宮
殿の防御壁の役割を担うはずであった。新城壁は，それまでヴ
ァティカンを守っていたレオニーネの城壁を，北側に拡張する
形で計画されたが，完成しなかった。大塔も工事の途中で崩落
事故を起こしてしまう。その名残りがいまの「ニコラウス五世
の塔 Torrione di Nicolò V」である。そして，次にその整備した
広場からサン・ピエトロ大聖堂や宮殿に向かって 3つの通りを
計画したという。 

3つの通りを特定するのは難しい。マネッティは北から 2つ
の通りは「直線」の通りであると記述するが，いまのヴァティ
カンに見られるような軸線の通った一直線の通りが存在したと
は思えない。すなわち，ボルゴ地区を東西に抜けるこれらの通
りは，ニコラウス五世が新たに建設した道ではなく，北から順
に，マッジョーレ通り，ボルゴ・ヴェッキオ通り，ボルゴ・サ
ント・スピリト通りを示していると思われる。それをニコラウ
スは改めて整備したのだろう。しかしそれほど時を置かずして，
シクストゥス四世 (Sixtus IV, 在位：1471-84年) がボルゴ地区
に介入したことで，ヴァティカンの骨格は変更された。中央の
通りは，システィーナ通りへと生まれ変わった後に，アレクサ
ンデル六 (Alexander IV, 在位：1492-1503) 世がアレッサンドリ
アーナ通り（ボルゴ・ヌオーヴォ通りとして知られている）と
して再整備した。 
ボルゴ・ヴェッキオ通りは，「ラ・ポルティカ」と呼ばれる，
列柱廊のような通りであった。これはおそらくアルベルティ 
(Leon Battista Alberti, 1404-72) が，『建築論』De re aedificatoria 
(1452年ごろ完成，初版 1485年)で，「橋からペートルスのバシ
リカまで二千五百ペースに及ぶ，大理石円柱を立て，屋根を鉛
で被ったもの」7と描写する通りである。 
ボルゴ・サント・スピリト通りはいまの同名の通りにも当時
の面影を感じることができるが，マネッティの記述によれば，
ハドリアヌスの霊廟からサン・ピエトロ大聖堂のオベリスクに
ぶつかる道であった。この通りについては，フラーヴィオ・ビ
オンド (Flabvio Biondo, 1392-1463) の『ローマ復興』Roma 
instaurata (1444-46) からも知ることができる8。オベリスクは後
にサン・ピエトロ大聖堂前の広場に移転された。 
マネッティのいう最も北側の通りに関しては手がかりが乏し
く，よくわかっていない。しかし，ボルゴ・ヴェッキオ通りの
北側からヴァティカン宮殿まで至るという記述から，マッジョ
ーレ通りで間違いないだろう。 
両端には宿や商店や工房が軒を連ねていたが，道によって職
種ごとにまとまりがあったらしい。最も北側（マッジョーレ通
り）は，職種は様々であり，ほどほどの腕の職人たちのよく似
た形の家が，向かい合わせにずらりとならんでいた。中央の通
り（ボルゴ・ヴェッキオ通り）は，道の左側に両替商店，衣類
小売や，生地屋が並び，右側には腕の確かな職人たちが軒を連
ねており，活発に売買が行われる最も重要な通りであった。そ
して，南側の通り（ボルゴ・サント・スピリト通り）は，両側
に腕が劣る職人たちが居を構えていた。このようなそれぞれの
職業によって街区を定めつつ都市に住むという考え方は，アル
ベルティの『建築論』にも見られるため，3 つの通りの整備に

アルベルティが関与していた可能性は高いと思われている9。 
さらにマネッティの描写は続く。 

 
これらの 3つの通りは，6つの列柱 (intercolumniis) によっ
て，連続した柱廊 (porticus) を形作ることで保護されていま
す。ひとつの通りの両端に向かい合わせにポルティコは配置
されていて，それは大変に美しく有益なものでざいます。そ
して種々の店や様々な職人たちが，その階上に住んでいます。
こうしておくことで，人々はその美しさに魅了されるばかり
でなく，季節関係なく柱廊を通って自由に行き来することが
できます。さらに，どんな気候でも十分に護られて生活でき
るのです。嵐であろうと，灼熱でも極寒でも関係ありません。
そのように地上階の商店にとって素晴らしい機能であるの
に加えて，柱廊は階上の住居の光を遮るものではないのです。
10 

 

柱廊の道は「（都市内の道は）道の両側で相互に同じ家並みを
なす家および同じ輪郭線の柱廊でもって，この上なく美しく飾
られる」11というように，アルベルティも賞賛していた。ニコ
ラウス五世にとっても，彼が生まれ育った街，ボローニャを想
起させるものであったに違いなく，3 つの通りの再整備は，ニ
コラウスがボローニャを手本に計画させたのではないかともい
われる12。 

 
サンタンジェロ城 −マネッティが語るボルゴ地区− 
マネッティは次に，サンタンジェロ城を中心としたヴァティ
カンの防衛について話を展開する。マネッティはサンタンジェ
ロ城のことをハドリアヌスの要塞（Moles Hadrianae）と呼び，
防衛拠点としての役割を強調する。工事記録によれば，1447年
にニコラウスが座位してすぐに，サンタンジェロ城の工事は始
まり，1450年ごろから城壁の工事も始まった。 
ニコラウスはサンタンジェロ城の周囲に 4本の塔を計画した。

4本の塔は 3本が完成したものの，4本目（南西の塔）は手が付
けられていない13。そして，そのうちの北西の塔を城壁と接続
させた。その城壁は，ヴァティカン宮殿内に計画していた大塔
へと連続させる計画であった。城壁には廊下を設けて，サンタ
ンジェロ城とヴァティカン宮殿を往来できるように考えていた。
大塔は完成せず，城壁の規模も縮小したものの，宮殿と城を結
ぶことはできた。サンタンジェロ城は四方八方に強固な要塞へ
と変貌を遂げつつあった。それをマネッティは鳥以外の動物は
中に入れないほど強固な要塞と形容している。 
とりわけ，1453年からは，ニコラウス五世はヴァティカンを
守ることと，サン・ピエトロ大聖堂の完成に全力を注いだ。教
皇は，ヴァティカンとローマの完全な分離を意図していた。協
会の主の居城としてヴァティカン宮殿を改築し，教皇権力の象
徴であるサン・ピエトロ大聖堂の大改築へと突き進んでいく。
ニコラウス五世自身が病に臥して，先があまり長くないことを
意識し始めたこと，コンスタンティノープルの陥落と，ステフ
ァノ・ポルカリの陰謀という大きな事件が立て続けに起こった
ことなどが，そこには影響しているだろう。1455年に，教皇は
死去し，教皇のヴァティカンの計画はほとんど形にならないま
まに終わってしまった。 
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ボルゴ地区の実際について，マネッティから明らかになるの
は以上である。サンタンジェロ城の出で立ちや，その眼前に計
画された広場の様子や，道路の道筋などを詳細には語ってくれ
ない。マネッティは，ニコラウス五世をソロモン王とのアナロ
ジーで語り，この計画の建設現場を担当した一人である，ベル
ナルド・ロッセリーノ (Bernardo Rosselino, 1409-64) をヒラムに
見立てており14，サン・ピエトロ大聖堂をノアの方舟との類似
により語っている15。『ニコラウス五世の伝記』に描かれるロー
マの復興計画は，聖書の中の記述との類似により語られており，
教皇は明らかに，「神の国」としてのイェルサレムをモデルとし
ていたと思われる。 
マネッティやヴァザーリ (Giorgio Vasari, 1511-74) に従うの
であれば，ニコラウス五世が目指したのは，大聖堂と宮殿を核
にした「神の国 ヴァティカン」であり，「神の国 ローマ」では
なかったように思える。しかし，1453年以前のニコラウス五世
の諸策を，もう一度洗いなおしてみると，教皇の都市に対する
別の顔が見えてくるのである。それは，ローマとヴァティカン
を切り離しつつも接続するような，巧みな都市計画であり，ヴ
ァティカンをローマのなかで象徴的存在として位置づけながら，
神の国としてのローマを目指すという難しいテーマの実践であ
った16。 

 
都市施設管理官17 Maestri di strada 
都市施設管理官は，13世紀から 16世紀にかけて，ローマ市
あるいは教皇庁に属していた，都市行政の専門職員を指してい
る18。1233 年の条文によると，彼らは元老院とローマ市民によ
って任命され，市壁，住居，街路，広場など，市とその周辺部
におけるありとあらゆる公共施設に関する問題を受け持ってい
た19。 

15世紀前半においては，1363年に発布された«Statuta Urbis»20

というローマの都市環境に関する条例が，都市施設管理官の活
動のガイドラインであったと考えられている21。この発布は，
パウルス 2世の治世である 1469年まで，長きにわたって基本的
法令として効力を持ち続けた。この勅令は 3書構成で，広範な
内容を含むものの，都市施設管理官の任務内容を直接的に言及
する記述はほとんどない。例えば，第三書第 134章で，都市施
設管理官はこれら章ごとに書かれた内容を遵守しなければなら
ない，と述べられる程度である22。 

15世紀には，都市施設管理官に関する条例がいくつか出され
た。アレクサンデル五世 (Alexander V, 在位：1409-10) による，
«Volumen Staturorum Magnificorum Dominorum Magistrorum 
Aedificiorum et Stratarum Almae Urbis»『ローマの都市施設管理官に
関する法規集』23 ( 以下，«Statuta Urbis (1410)»とする) である。
1363年の«Statuta Urbis»の修正版で1410年に公布された。«Statuta 
Urbis»より一歩進んで，都市施設管理官の権限や，任務内容に触
れており，都市行政の重要な担い手として，都市施設管理官を
規定している。その第 8章では，「都市施設管理官の任務はロー
マ都市内外の公共施設の修理である」と書かれてあり，それは
つまり，大通り，道，建物，噴水，橋，導水路の修理であると
記されている24。 

もう一つは，«Reintegratio antiqui officii et iurisdictionis magistrorum 
viarum Urbis eiusque districtus»『ローマとその周辺地域における都
市施設管理官の権限と任務を定めた法の再施行』25  (以下
«Maestri di Strada (1425)»とする) である。1425年に，マルティヌ
ス五世によって公布された。これは比較的短く，8 章で成り立
つ。その特徴は，«Statuta Urbis (1410)»の有効性を確認するとと
もに，その任務を教皇のために遂行することを明記しているこ
とで，都市施設管理官に対する教皇の権力拡大が見て取れる26。 
そして，ニコラウス五世も，1452年に，«Li statuti de li maestri de 

li edefitii di Roma novamente fatti de mandato de nostro signore papa 
Nicolò quinto»『教皇ニコラウス五世によって新たに承認された都
市管理官に関する法規』27 (以下«Maestri di Strada (1452)»とする) 
を公布した。 

«Maestri di Strada (1452)»は，俗語で書かれ，42の章から成り
立つ。«Statuta Urbis (1410)»と«Maestri di Strada (1425)»は，ラテン
語で書かれていた。。一見してわかるように，文書量がかなり増
しており，以前の法令でわからなかった都市施設管理官の活動
の実態が，より明らかになる貴重な行政文書である28。«Maestri di 
Strada (1452)»を起草した可能性のある人物として，ネッロ・デ
ィ・バルトロメオ・ダ・ボローニャ (Nello di Bartolomeo Da 
Bologna, ? - 1454) と，1451年に都市施設管理官の立場にあった，
マッシモ・デ・マッシミ (Massimo De Massimi (Massimo di Lello 
di Cecco), 1395頃-1465) の名が挙がっている29 
第 1章から第 5章と，第 9章から第 21章は，都市施設管理官
の組織，権限，任務規定の大枠，などが記されている。これら
の章によると，都市施設管理官の他に，副都市施設管理官 
(sommaestro)，都市施設管理官補佐 (assessore delli maestri)，都市
施設管理官付書記 (notaro delli maestri) の存在も確認できる。彼
らは，特定の任務のために権限が制限されたおり，都市施設管
理官はその行政官の長であることがわかる。さらに都市施設管
理官は，全ての公共物と公なる場を占拠する私的所有物に対し
て，場合によっては破壊行為も認められている30。これは，こ
の文書の特徴の一つといえ，都市保存・保全だけでなく，スラ
ムクリアランスも含む積極的な都市介入への教皇の意欲がみら
れる。 

«Maestri di Strada (1452)»の特徴は，以前の勅令を踏襲しつつ，
カナーレ・ディ・ポンテ，ナヴォーナ広場，マラナ水道など特
定の名称を引きながらきわめて実践的な内容で構成されている
こと，ローマ市庁の管轄であった都市施設管理官が，教皇庁の
手の内に収まり，教皇主導による都市改造が可能になったこと
である31。それ以上に，特質として強調されるべきなのは，第 7
章，第 8章，第 37章，第 38章で，都市計画という観点で治水
が大きく取り上げられていることである。教会や荘厳なモニュ
メントや街路環境の改善だけではなく，水道とテヴェレ川の整
備を，都市保全のために大きく取り上げているのである。 

«Maestri di Strada (1452)»の構想にアルベルティが関わったの
ではないか，という点について，拙稿においてすでに論じた32。
いまのところ，アルベルティと« Maestri di Strada (1452)»の密接
なつながりを示す直接的根拠は見当たらない。しかし，いずれ
にしても，それぞれの執筆年代やその共通する内容を考慮に入
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れると，関連性を否定する方が難しいだろう。 
 
サンタンジェロ橋と 2つの小礼拝堂 

«Maestri di Strada (1452)»において，もう一つ見逃してはならな
いのが，サン・チェルソ広場とサンタンジェロ橋への介入であ
る。 

«Maestri di Strada (1452)»の第 32章では，都市の衛生を保つた
め，5月から 8月までの 4ヶ月間の毎週土曜日に，ローマの街
路の清掃を，都市施設管理官に命じている。その中でもとりわ
け，3つの主要道路を重点的に取り組むように述べられている。
それらは全て，ポンテ地区サンタンジェロ橋の辺りに結節する
カナーレ・ディ・ポンテ (現在のバンコ・ディ・サント・スピ
リト) を起点としている。3 つの道は，合流した後にサン・チ
ェルソ広場へと出て，サンタンジェロ橋を経てヴァティカンへ
と続く。 
ナヴォーナ広場の南端をかすめ，カンピドーリオへと続く，
パーパ通り，カンポ・デ・フィオーリを通り，サンタンジェロ・
イン・ペスケリーア教会堂へと続く，ペッレグリーノ通り，ナ
ヴォーナ広場の北端を通り，マッダレーナ通りと交わる所まで
一直線に伸びるレッタ通りである 33。これら 3つの通りは，第
39章でも登場し，勅令の中で整備すべき通りとして，重要視さ
れている。 
加えて，第 32章は，サンタンジェロ橋の維持管理と，橋およ
びサン・チェルソ広場の象徴性の強化のためでもあると言われ
る34。ローマがジュビレオを迎えた 1450年の 12月 19日，教皇
は，ヴェロニカのヴェールを，サン・ピエトロ大聖堂で展示し
ていた。その極めて貴重な聖遺物をひと目みようと，ヴァティ
カンにゆく唯一の道，サンタンジェロ橋を通って，数多くの巡
礼者たちが，ヴァティカンに押しかけた。橋はとうとう人の重
みに耐え切れなくなり崩落し，往来していた多数の巡礼者が犠
牲になった35。1450 年のローマは，疫病の流行も重なり，教皇
にとって苦々しい聖年となってしまった。 
サンタンジェロ橋は，ニコラウス五世の就任した 1447年から
様々な修理が施されており，崩落の僅か前には舗装工事が成さ
れた。悲劇後の反応は非常に早く，すぐに再建へ向けて動き出
し，橋のサン・チェルソ広場側には，惨事を追悼するためのモ
ニュメントとして，2つの小さな礼拝堂が建てられた36。ひとつ
が，マグダラのマリアに捧げられて，もうひとつは殉教者たち
に捧げられた37。建設責任者は，«Maestri di Strada (1452)»に関わ
った，ネッロ・ダ・ボローニャである。そして，彫刻家パオロ・
ロマーノ (Paolo Romano, ?) と，ピエトロ・アルピノ・ダ・カス
ティリオーニ (Pietoro Alpino da Castiglioni, ?) がその仕事を担
当したようである。周辺の家屋を買収し，土地を確保しながら
建設は進んでいった。1452年になると，建設担当者として，新
たにジョヴァンニ・ダ・ランチョット (Giovanni da Lanciotto, ?) 
の名が挙がっている。工事は着々と進み，1453年には礼拝堂の
窓にガラスがはめられて，1454年の 1月にはほぼ完成していた
と思われる。しかしながらローマ劫掠の時には，カール五世 
(Karl V, 在位：1516-56) がサンタンジェロ城の攻撃のための格
好の場所として，小礼拝堂を使用したこともあり，クレメンス

七世 (Clemens VII, 在位：1523-34) はこれらを取り壊してしま
った。 

2 つの礼拝堂がどのような姿をしていたのかは，図像資料か
ら知るしかない。ハルトマン・シェーデル (Hartmann Schedel, 
1440-1514) の『ニュルンベルク年代記』のなかのローマ絵図
（1493年）と，ヤーコポ・シクーロ (Jacopo Siculo, 1490-1544)
による，トリニタ・デイ・モンティ教会堂のサン・ミケーレ礼
拝堂の壁画，《サンタンジェロ城での大天使ミカエルの出現》
（1534年頃）である。ポール・ダヴィーズは，これらの礼拝堂
の平面図を，ジョヴァンニ・バッティスタ・ダ・サンガッロ 
(Giovanni Battista da Sangallo, 1496–1548) の素描に見出し，礼拝
堂の平面は八角形で，直径がおおよそ 16ローマ尺か 18ローマ
尺の円に内接するほどの大きさであると述べている38。図版か
らは詳細を読み取ることが難しいが，サンタンジェロ城に向か
って右手の礼拝堂はイオニア式（かドリス式）の付け柱をもち，
エンタブラチュアも古代風であるようにみえる。左手の礼拝堂
は，ほとんど詳細がわからないものの，右手と同じ形式であろ
う39。右手の礼拝堂では，壁に彫刻が施されているのが確認で
きる。それらは聖ペトロとパウロに挟まれた聖母子であるとい
われるものの，確証はない40。最も特徴的なのは，ビザンツ風
の屋根である。それは，サン・ロレンツォ教会堂内の旧聖具室
のねぎぼうず型のランタンなど，フィレンツェ・ルネサンスの
先例に，影響を受けているのではないかといわれる41。もっと
強調されていいのは，そのドームの形式が，イェルサレムの聖
墳墓のドームと結びついていることである。礼拝堂の屋根のモ
デルかもしれない旧聖具室も，そもそも聖墳墓を参照した可能
性が高い。 

1450年から 52年頃のローマにおけるアルベルティのプレゼ
ンスの大きさと，彼が後にサン・パンクラツィオ教会堂のルチ
ェッラーイ家の礼拝堂で，聖墳墓を実現することを考えれば（そ
こにも同様のドームが載っている），これらの礼拝堂の計画につ
いて，アルベルティが指示した可能性は十分にある。少なくと
も橋の再建について，アルベルティは教皇にアドバイスを求め
られており，この一帯の再整備に関わっていたとしても不思議
ではない42。いずれにしても，巡礼者たちにとって，これらの
礼拝堂は，聖墳墓を想起させるものであり，その前で悲劇の犠
牲者になった巡礼者たちへと思いを馳せる，象徴的なモニュメ
ントであったことは違いない。 
最も強調されてしかるべきは，「2つ」礼拝堂が橋の両側にシ
ンメトリカルに配置されたということである。これらが位置す
るサン・チェルソ広場は，サンタンジェロ橋を挟んで，ヴァテ
ィカンと対峙する重要な場所であり，ヴァティカンとローマ市
内外を結ぶ主要な通りが結節するところであった。ニコラウス
五世は，ここを象徴的な場として作り変えようとしていた。広
場からヴァティカンを臨めば，橋の向こう側にサンタンジェロ
城がそびえ，両脇に象徴的な礼拝堂が並ぶ。極めて透視図的，
劇場的な眺めである。ひとつの壮麗なモニュメントを築き，悲
劇の犠牲者のために捧げるではなく，小規模でありながらも，
礼拝堂の配置と形態を工夫することで，巡礼者たちや市民に聖
なる都を印象づけ，インパクトのある象徴性を付与することに
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成功している。 
 
神の国としてのローマ −サンタンジェロ城の「天使」 
サンタンジェロ城は，確かに要塞としての役割を担っていた
が，ニコラウス五世の第二の居城として，ローマ市内を一望で
きる格好の別宅としても機能していた。また，教皇は当初はサ
ンタンジェロ城をローマとヴァティカンを切断する要塞として
ではなく，教皇庁とサン・ピエトロ大聖堂というキリスト教の
拠点としてのヴァティカンと，市民の暮らすローマを結びつけ
る象徴的なモニュメントとして考えていたようである。 
その証拠に 1452年の冬に，サンタンジェロ城の頂にあった聖
ミカエルのブロンズ像が設置された43。天使像が掲げられた訳
は，590 年の伝説に遡る。当時，ローマは教皇グレゴリウス一
世が即位したところであり，ランゴバルド王国の脅威に怯える
なかで疾病が大流行していた。祈る教皇の前に，大天使ミカエ
ルがまだハドリアヌスの霊廟であったサンタンジェロ城の上に
姿をあらわし，流行病を終息させたのである。これをきっかけ
に，廟の中に聖ミカエルに捧げられた礼拝堂が設置されて，こ
のとき以来ハドリアヌス廟は「サンタンジェロ」の名を引き受
けることになる。大天使の像も時を同じくして城の頂上に設置
されていたが，1379年には取り壊されていた44。 
サンタンジェロ城の天使像と，2 つの礼拝堂などニコラウス
五世のサンタンジェロ橋周辺のヴァティカンとローマの結節点
への介入は，極めてシンボリックでありながらも，それは小規
模な建設行為であった。1453年までの教皇の都市計画は，ロー
マ市内のインフラ整備をベースに，わずかな都市への介入で，
神の国としてのローマを演出する，巧みなものであった。 
このような計画を可能にしたのは，アルベルティ以外に考え
られないだろう。礼拝堂とイェルサレムの聖墳墓の重ね合わせ
や，サンタンジェロ城の天使像のように，建築を記号的に操作
することで，モニュメントに意味を付与するという手法は，ア
ルベルティが得意とするところである45。市民や巡礼者たちが，
建築を通して抱くイメージを増幅させるように，視覚的効果を
狙って，建築を配置する手法もまた，アルベルティ的である。
また，サン・チェルソ広場からみたサンタンジェロ城の象徴的
な姿を考えた時，ある一枚の絵との類似を思い起こさない訳に
はいかない。謎に包まれた，ウルビーノの《理想都市》のパネ
ルである。 

 
ウルビーノの《理想都市》 −アルベルティの影 
マルケ国立美術館に所蔵されている《理想都市》は，ルネサ
ンス建築史において，最も有名な絵画と言っても過言ではない。
都市景観図であれば，珍しくはないが，このパネルは単なる都
市景観図に留まるものではない。 
《理想都市》には，中央に十字架を頂上に掲げた円形神殿が
鎮座し，その周りを中世風のパラッツォと，ルネサンスの貴族
の邸宅と思われるパラッツォが取り囲んでいる。右の奥には聖
堂のファサードも覗いている。最前列の 2つのパラッツォは開
廊を持ち，最も堂々とした形式を見せている。そのさらに手前
には 2つの井戸が並び，シンメトリカルな構図を強調している。

背後には田園風景が広がり，青い空のもと，美しい広場が表現
されている。そこにはとにかく多様な建築が混在している。パ
ラッツォは三層だったり，四層であったりするし，開廊を持つ
ものも持たないものもあるし，付け柱や窓の意匠のすべてが異
なっている。その多様性にも関わらず，透視図法という表現手
法と，円形神殿の求心性によって統一性は失っていない。多様
な建築がある秩序のもとに纏められいる。そこには，この絵画
の注文主の都市統治の理想像が反映されている。それゆえに，
この絵画が《理想都市》と呼ばれてきたのである。 
この絵は，ベルリンのボーデ博物館と，ボルティモアのウォ
ルターズ美術館に所蔵されている絵画とあわせて，「理想都市の
パネル」として論じられることが多い。3つともに，制作者（あ
るいは制作グループ）と制作年代が同じであると見なされてい
るからである。昨年にウルビーノで開かれた展覧会の，ウルビ
ーノの《理想都市》のクレジットが，「中部イタリアの画家作，
1480/1490年？）」であるように，現時点では蓋然性の高い帰属
を述べることすら難しい。制作地もまた，ウルビーノとフィレ
ンツェの 2都市に意見が分かれていて，その出自については全
く不明であると言ってよい46。作者の可能性があるのは，アル
ベルティ，ピエーロ・デッラ・フランチェスカ (Piero della 
Francesca, c. 1412-1492)，ルチアーノ・ラウラーナ (Luciano 
Laurana, c. 1420-1479)，フランチェスコ・ディ・ジョルジョ 
(Francesco di Giorgio Martini, 1439-1509)，ジュリアーノ・ダ・サ
ンガッロ (Giuliuano da Sangallo, 1445-1516)，フラ・カルネヴァ
ーレ (Bartolomeo Corradini detto Fra Carnevare, c. 1420 -1484)，ブ
ラマンテ (Donato Bramante, 1444-1514) と枚挙にいとまがない。
制作年の推定も，1460年頃から 1518年までに渡る。1518年は
ロレンツォ 2世・デ・メディチ（Lorenzo de' Medici duca di Urbino, 
1492-1519）の結婚式の年であり，その祝祭のために制作された
という。ロレンツォは，イル・マニフィコの孫で，フィレンツ
ェを支配するとともに，1516年にレオ十世によって，ウルビー
ノ公に任ぜられていた。 
ウルビーノの《理想都市》の画面裏側に，DI S. CHIARA 

XXXIX. URBINOと彫られていることからも，少なくともある
時期に，ウルビーノのフランチェスコ会女子修道院，サンタ・
キアーラ修道院にあった。サンタ・キアーラ修道院は，フェデ
リーコ・ダ・モンテフェルトロ (Federico da Montefeltro, 1422-82)
と娘のエリザベッタによって創建された。また，ウルビーノの
パラッツォ・ドゥカーレの 1582年の財産目録には，「大公の居
室の扉の上の 1枚の遠近法構図の絵」と記されており，それが
少なくとも 3枚の理想都市のパネルのうちの 1枚を示している
だろう47。ウルビーノはフェデリーコのもと，数学や幾何学を
中心に据えた人文主義的文化や透視図法を洗練させていた。フ
ェデリーコは次々と芸術家を招き，パラッツォ・ドゥカーレの
建設に勤しみ，宮廷を美術作品で満たしていた。その背景から，
フェデリーコをこのパネルの注文主と考えるのが自然であろう。 
背後に描かれたパラッツォも，ウルビーノで制作された絵画
であることを示唆する。左手の最も手前のパラッツォの三層構
成は，公爵夫人の寝室の寄木細工の扉にデザインされているパ
ラッツォのファサード構成に近い。右手の一番手前のパラッツ
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ォのファサード構成は，パラッツォ・ドゥカーレのパスクィー
ノの庭の立面構成と同様である。このように比較していくと，
一時，フェデリーコのもとで，パラッツォ・ドゥカーレの建設
責任者となった，ルチアーノ・ラウラーナや，後を引き継いで
宮殿の工事に関わった，フランチェスコ・ディ・ジョルジョが
《理想都市》の作者とされるのも不思議ではない。とりわけ，
ベルナルディーノ・バルディ (Bernardino Baldi, 1553-1617) が，
『ウルビーノのパラッツォ・ドゥカーレについて』Descrittione del 
palazzo Ducale di Urbino (1590) において，この絵画をラウラーナ
によるものと記述していることは，ラウラーナ作者説の根拠と
なってきた48。パラッツォ・ドゥカーレとの関連では，絵画中
央の円形聖堂が，フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロのため
に，パスクィーノの庭に計画された，霊廟あるいはテンピエッ
トの図案かもしれないとも言われる49。 
この絵画には，ウルビーノ的であると同時に，アルベルティ
のスタイルが色濃く反映されている。むしろ，ウルビーノの建
築文化が，アルベルティの影響下にあると言ったほうがよいだ
ろう。円形聖堂の腰壁の網目積みは，パラッツォ・ルチェッラ
ーイにみられたものであるし，古代神殿のような円形聖堂を，
象徴的に広場の中心に配置するという考えは，『建築論』で披露
されていた50。アルベルティの言を引いておこう。 

 
神殿が位置すべき場所は，訪れる人の多い立派な所であり，
世俗のあらゆる汚れと無縁に，自らを顕示するかの如くに，
そびえる所でなければならない。こうして前面に広く，自ら
にふさわしい前庭を備え，広大な道か，あるいはむしろ堂々
とした幾つもの庭で囲まれ，どこからも明確に眺められるほ
どでありたい。51 
 
また，パネルの両脇を彩るパラッツォ群はオーダーの積み重
ねによる三層構成の建物が多く，切石積みで滑らかに仕上げら
れた壁面や，網目積みの腰壁は持たないものの，総じてパラッ
ツォ・ルチェッラーイ的である。一方で，フィレンツェ・ルネ
サンスの邸宅を代表するパラッツォ・メディチのような，荒々
しいルスティカ仕上げのファサードは見当たらない。 
ガブリエーレ・モロッリは，より直接的にアルベルティと《理
想都市》を結びつけている。その絵画が，ニコラウス五世のロ
ーマ都市計画の，アルベルティによる計画図案であるという仮
説である。つまり，中央の荘厳な円形教会堂は，サン・ピエト
ロ大聖堂である。それが鎮座する広場は，教皇庁関係者の堂々
としたパラッツォによって囲まれた，美しく整備された大聖堂
前広場である52。アルベルティはその自らの案を，フェデリー
コに，イェルサレムのような「神の国のモデル」として提示し
たというわけだ。ニコラウス五世と同様に，フェデリーコをソ
ロモン王に模して，ウルビーノを理想の都市として変貌させる
ことを，アルベルティとウルビーノの君主は試みていたのだ，
とモロッリは主張する53。魅力的な仮説ではあるものの，ニコ
ラウス五世のローマ復興を示す資料や，アルベルティの著書か
らすると，モロッリの説は受け入れがたい54。  
考慮されなくてはならないのは，その美しい都市の絵が示す
ように，多様な建築を透視図法の構図で象徴的に見せるという

手法をとりえたのは，アルベルティ以外に考えられないという
点である。《理想都市》がみせる「多様的統一」は，古代建築の
特徴であり，都市や建築が目指すべきと特質である，とアルベ
ルティは考えていた。つまり，この絵画の制作者が誰であれ，
『建築論』を読んだか，アルベルティにウルビーノの宮廷で直
接的に教えを受けた人物が，描いたに違いない。 

 
むすびにかえて 
ニコラウス五世とアルベルティのローマを表すものとして
《理想都市》を捉える必要はない。むしろ，アルベルティは，
1472年にローマで死去しているため，直接的にこの絵にアルベ
ルティが関与した可能性は薄い。また，ウルビーノのパネルは，
サンタンジェロ橋を挟んで天使の城を象徴的に眺めた時の絵図
である，と主張したい訳でもない。ただ，その美しい都市の絵
が示すように，透視図法の構図のなかで，モニュメントを都市
のなかで象徴的に見せるという手法をとりえたのは，アルベル
ティ以外に考えられないということである。それを踏まえるな
らば，「都市施設管理官」からボルゴ地区，ポンテ地区に至るま
で，ニコラウス五世の都市政策を支えたのは，アルベルティで
あったように思えるのである。 

1452年はニコラウスにとっても幸福な年であった。1449年に
対立教皇を廃位させたものの，聖年は疫病がローマで流行し，
教皇はローマを一時的に離れなければならなかったし，サンタ
ンジェロ橋での悲劇も起こった。しかし，都市施設管理官の事
業に見られるように，着々とローマの都市環境の改善に努め，
ローマは栄光の古代を取り戻しつつあった。そして激動の 1453
年は，まだ訪れていなかった。とりわけ疫病の終息は大きく，
人々は，グレゴリウス一世とニコラウス五世を重ねあわせ始め，
神に祝福されし聖都の再興を感じつつあった。そのイメージを
強化するために，ニコラウス五世は天使像をサンタンジェロ城
に掲げたのである。サンタンジェロ城は，ヴァティカンに臨む
人々に対して，威圧を与える巨大な障壁であるだけでなく，人々
を温かく迎え入れ，神の国ローマ全体を見守る天使の象徴とし
ての顔も持っていたのである。 
                                                                    
注 
1 中世のローマに関しては，Richard Krautheimer, Rome: Profile of a City, 
312-1308, Princeton, Princeton University Press, 1992. (先頃，翻訳が出版さ
れた。リチャード・クラウトハイマー著，『ローマ ある都市の肖像 312
～1308年』，中山典夫訳，中央公論美術出版，2013年.); Jean-Claude Maire 
Vigueur, L'autre Rome Une histoire des Romains à l'époque communale (XIIe - XIVe 
siècle), Paris, Tallandier, 2010. 
2 この時代のローマについては，以下の文献に詳しい。Elizabeth McCahill, 
Reviving the Eternal City: Rome and the Papal Court, 1420-1447, Cambridge 
(US), Harvard University Press, 2013; Giorgio Simoncini, Roma. Le 
trasformazioni urbane nel Quattrocento Vol.1, Topografia e urbanistica da Bonifacio 
IX ad Alessandro VI, Firenze, Leo S. Olschki, 2004, pp. 3-98. 
3 Christoph Luitpold Frommel, “Il San Pietro di Niccolò V”, in La Roma di 
Leon Battista Alberti. Umanisti, architetti e artisti alla scoperta dell’antico nella città 
del Quattrocento, a cura di Francesco Paolo Fiore con la collaborazione di Arnold 
Nesselrath, Milano, Skira, 2005, pp. 103-112. 
4 参照したテクストはChristine Smith and Joseph F. O'Connor, Building the 
Kingdom: Giannozzo Manetti on the Material and Spiritual Edifice, Brepols, 
ACMRS, 2007, pp. 362-469. その他の校訂版は以下。Iannotti Manetti, De 
vita ac gestis Nicolai quinti summi pontificis, Edizione critica e introduzione a cura 
di Anna Modigliani, Istituto Storico per il Medio Evo, 2005, Torgil Magnuson, 
Studies in Roman Quattrocento Architecture, Almqvist & Wiksell, 1958, 
pp.351-362. (『ニコラウス五世の伝記』のうち，都市計画についての記述
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のみが抄録されている) また，ニコラウス五世によるローマ都市再建の
実際については，ウェストフォールやマグナスンに詳しい。Torgil 
Magnuson, Studies in Roman Quattrocento, op. cit. (1958); Carroll William 
Westfall, In this most perfect paradise: Alberti, Nicholas V, and the invention of 
conscious urban planning in Rome, 1447-55, University Park, Pennsylvania State 
University Press, 1974. 邦語文献では以下を参照。生田圓, 「法王庁とロー
マ復興（reatauratio Romae）−盛期ルネッサンス美術の舞台を準備した一
五世紀の法王たち」,『ヴァチカン美術館特別展』, 日本テレビ放送網, 1989, 
pp.30-52. またヴァザーリの「アントーニオの伝記」において，ベルナル
ド・ロッセリーニとの関連を指摘しながらニコラウス五世のローマ都市
計画について述べているこの記述は『ニコラウス五世の伝記』と非常に
よく似ることから，おそらくそれを参照しながら書かれたと思われる。
cf. 福田晴虔,『アルベルティ イタリア・ルネサンス建築史ノート〈2〉』, 
中央公論美術出版, 2012, pp. 213-215. 
5 Smith and O'Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), p. 386. «Ad 
urbana tandem edificia veniamus: quinque singularia et precipua fabricandi et 
condendi opera ac profecto memoratu laudibusque digna intra urbem partim ad 
munitionem, partim ad ornamentum, partim ad aeris salubritatem, partim ad 
devotionem vel maxime pertinentia efficere et consummare cupiebat ac sic in 
mente sua penitus et omnino proposuerat. Quorum primum erat ut urbis menia 
pluribus simul locis iam collapsa et cpnfragosa noviter repararet; secundum ut 
sacras quadraginta mansionum edes a Gregorio primo cognoento magno sancto 
pontifice primitus institutas novis edificiis et constructionibus reformaret; tertium 
ut vicum quendam a porta adrianee molis incoandum et usque ab basilicam Petri 
apostolorum principis porrigendum ita suis stationibus ac munitionibus conderet 
ut tota simul curia intrinsecus secura tutaque sufficineter habitaret; quartum ut 
pontificale palatium mirum in modum permuniret atque regaliter exornaret; 
quintum ut sacram beati Petri edem a funadamentis nuper reedificaret. De 
quorum» 
6 マネッティは 1447 年に『教皇ニコラウス五世就任祝辞』L’Oratio in 
laudem Nicolai V papaeを読み，1451年から教皇の秘書官の職にあったが，
ローマ教皇庁にはおらず，フィレンツェ在住であった。しかし，1453年
にコジモ・デ・メディチ支配下のフィレンツェで政治対立をきっかけに
立場を悪くしたためローマへ亡命し，ニコラウス五世に歓待された。 
7 De re aedificatoria 第八書第 6章より。レオン・バティスタ・アルベルテ
ィ, 『建築論』, 相川浩訳, 中央公論美術出版, 1982, p. 247. (本論文では初
版に若干の改訂を加えた 1999年出版の第三版を用いた). 
8 第一書第 41章より。Frabio Biondo, Roma instaurata, in Cesare D’onofrio, 
Visitiamo Roma nel Quattrocento -La città degli Umanisti-, Romana Società 
Editrice, 1989, pp. 121-123. 
9 第七書第 1章を参照。アルベルティ，『建築論』，前掲書 (1982), p. 189. 
10 Smith and O'Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 390 -3 92. 
«Atque tres predicte vie sex intercolumniis usque adeo muniebantur ut sex 
continuas porticus, duas a qualibet via se invicem respicientes, pulcherrime simul 
atque utilissime efficerent. Iuxta enim varie diversorumopificum taberne supra 
vero domorum habitacula condebantur. Ac per hunc modum qupcunque 
tempore sub porticibus incedentes homines et voluptate pulcherrimi aspectus 
capiebantur et omni quoque immoderata et hiemali et estiva tempestate partim 
ab iugibus pluviis, partim ab intemperie algoris et estus se se tutabantur.» 
この引用において，intercolumniumを列柱と訳したが，これに関して説明
を加えておきたい。これは一般的には「柱間」と訳すべきであるからで
ある。ウィトルーウィウスが用いる intercolumniumは列柱における柱同士
の間隔であり，プロポーションのシステムを説明するときにの用語であ
った。アルベルティの場合，「神殿の側面にある柱廊は神室の壁から，柱
間分だけの寸法を離して円柱を建てる (columnae a partietibus cellae spatio 
distabunt intercolumnii)」（第七書第 5章より。アルベルティ，『建築論』，
前掲書 (1982), p. 195.）といい，ここでも intercolumniumは「柱間」であ
る。しかし，マネッティのこの文脈でそれを柱間と訳すのは難しい。マ
ネッティは intercolumniumと porticusを使い分けているとは思えないとマ
グナスンは指摘する（Torgil Magnuson, Studies in Roman Quattrocento, op. cit. 
(1958), p. 74, p.184.）。スミス／オコナーは，マネッティの intercolumnium
と porticusの用法は『エゼキエル書』のヒエロニムスの注解に由来するの
ではないかと述べている。そこでヒエロニムスは神殿の外の回廊の列柱
を intercolumnia として理解している。当代きっての聖書学者であったマ
ネッティもその用法に従ったとしても不思議ではない。いずれにしても
文脈からして，intercolumniumは列柱という意味で良いだろう。 
11 第八書第 6章より。アルベルティ，『建築論』，前掲書 (1982), p. 248. 
12 Charles Burroughs,“Alberti e Roma”, in Leon Battista Alberti, a cura di 
Joseph Rykwert e Anne Engel, Milano, Olivetti/Electa, 1994, pp. 134-157 
13 おそらく防衛という点で必要性がなかったのだろう。Carroll William 
Westfall, In this most perfect paradise, op. cit. (1974), p. 100. 
14 Smith and O'Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), p.412. «Si Hiram 
quoque tirensem famosissimi templi Salomonis non architectum sed singularem 

                                                                                                         
ersi magistrum opificemque erarium de sapientia, intelligentia, ac doctrina et de 
sculpendi arte statuariaque sacris libris apprime laudatum fuisse novimus, quanto 
nos maiores Nicolao nostro laudes largiri prebereque impellimur qui suopte 
ingenio suaque industria multos quotidianorum operum variospue prefectos non 
iniuria constituit atque illis omnibus Bernarum nostrum florentinum 
peregregium latomorum magistrum unum presse voluit cui ceteri omnes sive 
operarii sive baiuli sive opifices et cuiscumque gradus magistri et professores iuxta 
pontificia duntaxat designationes ad unguem obtemperarent? Nam cum eo solo 
omnia ad predictam fabriam pertinentia communicabat.» 
15 Ibid., p.410. «Quippe vir suptae natura prudentissimus et multarum qupque 
rerum evxperientia in tanta ac tam diuturna quingentorum annorum vita — nam 
hac eius etate generale illud diluvium universum terrarum orbem inundasse 
accepimus — apprime edoctus et divino insuper quodam spiritu afflatus, cum 
hoc mirablile ac perfectum hominis opificium ab omnipotenti Deo profluxisse et 
emanasse inteligeret, tale tanti auctoris supremique magistri exemplum sibi, 
arcam humani, ut diximus, generis salvatricem fabricaturo, non immerito ad 
construendum imitandumque proposuit. Quod cum Nicolaus apud ideneos 
auctores legisse meminisset, in hac sua divini templi constructione non iniuria 
imitari concupivit et voluit.» 
16 ニコラウス五世のローマ復興を神の国ローマ復興と読み解くという
ことに関しては，岡北一孝，西田雅嗣，「アルベルティの De re aedificatoria 
第十書における <instaurare> の意味」，日本建築学会計画系論文集，第
644号，pp. 2277 - 2282，2009年 10月. 
17 “Maestri di Strada”は 13，14世紀には，“Magistri aedificiorum et stratarum”
あるいは簡略化されて“Magistri aedificiorum”と呼ばれていた。しかし 16
世紀には逆に，“Magistri viarum et aedificiorum”あるいは“Magistri viarum”
と呼ばれるようになり，いまに至る。後で紹介する«Maestri di Strada 
(1425)»では“Magistrorum Viarum”で，«Maestri di Strada (1452)»では“Maestri 
de li Edefitii”であり，15世紀前半が名称の変わる移行期にあたる。この
名称の変遷は，15世紀後半から 16世紀前半にかけてのローマ・ルネサ
ンスの最高潮に君臨していた教皇によるローマの街路の建設の推進によ
り，都市施設管理官の任務の中で道路事業が最も重要な意味を持ったた
めだと考えられる。Cf. Emilio Re, “Maestri di Strada”, in «Archivio della 
Società Romana di Storia patria», 43, 1920, p.6. 
18 13 世紀および 14 世紀の都市施設管理官については，以下を参照．
Luigi Schiaparelli, “Alcuni documenti dei Magistri aedificiorum Urbis (secoli 
XIII e XIV)”, in « Archivio della Società Romana di Storia patria », 25, 1902, pp. 
5-60; Pietro Fedele, “Il più antico documento dei «Magistri aedificiorum Urbis» 
e «Donna Comitissa»”, in Miscellanea per nozze Crocioni-Ruscelloni, Topografa 
dell’unione Cooperativa Editrice, 1908, pp. 147-55; Crista Carbonetti Venditelli, 
“La curia dei magistri edificiorum Urbis nei secoli XIII e XIV e la sua 
documentazione”, in Rome aux XIIIe et XIVe siècles, cinq études réunies par 
Étienne Hubert, Rome, École française de Rome, 1993, pp. 3-42. 1227年まで
は都市施設管理官について遡ることができる。都市施設管理官の名が記
された，サンタ・マリア・ノヴァ教会とサン・ジョバンニ・エ・パオロ・
エ・アブドン・エ・センネン教会との間で争われた土地所有権に対する
仲裁裁定文書がフェデーレによって見つかったためである。しかし，都
市施設管理官の任務内容が見て取れる文書は 1233 年を待たないとあら
われないため，クラウトハイマーやスキアパレッリ，ドノフリオなどは
1233 年をもって都市施設管理官の誕生と記している。cf. Richard 
Krautheimer, Rome, op. cit. (1992), pp. 283-285; Cesare D’Onofrio, Visitiamo 
Roma, op. cit. (1989), pp. 10-16. 
19 Luigi Schiaparelli, “Alcuni documenti dei Magistri aedificiorum Urbis”, op. 
cit. (1902), p.26. サン・ピエトロ大聖堂に接続する，フランチジェナ通り
(Ruga Fracigena)とその広場の整備について触れられており，道の拡幅の
ための建物の撤去や，境界線の規定が命じられている． 
20  Camillo Re, Statuti della Città di Roma, Biblioteca dell'Academia di 
Conferenze Storico-Giurdiche, Tipografia Della Pace, 1880. 
21  15 世紀の都市施設管理官の歴史については，Orietta Verdi, 
“introduzione”, in Orietta Verdi, Maestri di Edifici e di Strade a Roma nel Secolo 
XV, Fonti e Problemi, Roma nel Rinascimento, 1997, pp. 9-86. 
22 Ibid., p. 271. 
23 本文は以下を使用した。Camillo Scaccia Scarafoni, “L’antico Statuto dei 
“Magistri Stratarum” e altri documenti relativi a quella magistratura”, in « 
Archivio della Società Romana di Storia Patria », 50. 1927, pp. 268-281. 
24 Ibid., p. 273. 
25 参照した条文全文は，以下に羅伊対訳で収録されたものである。“Bolla 
di Martino V del 31 marzo 1425”, in Cesare D’Onofrio, Visitiamo Roma, op. cit. 
(1989), pp. 17-21. 
26 Ibid., pp. 18, 20. 
27 Emilio Re, “Maestri di Strada”, op. cit. (1920), pp. 86-102. 
28 同様の指摘は，Ibid., p. 17. 
29 Charles Burroughs, From signs to design: environmental process and reform in 
early Renaissance Rome, Cambridge/London, MIT Press, 1990, pp. 72-81. なお，



 8 

                                                                                                         
1404年から 1527年の間に都市施設管理官であった人物は，ヴェルディ
の著作で一覧できる。Orietta Verdi, Maestri di Edifici, op. cit. (1997), pp. 
88-173. 
30 Ibid., pp. 88-89. « avere auctoritate di potere rompere, mozare, tagliare et 
ruinare ogni cosa che occupasse strade, piazze, vicoli, fiumare, rivere et altri 
luochi publichi tanto dentro in Roma, quanto di fore de Roma ». 
31 Ibid., pp. 12-34, Orietta Verdi, Maestri di Edifici, op. cit. (1997), pp. 44-59; 
Manfredo Tafuri, “Cives esse non licere Nicholas V and Leon Battista Alberti”, 
in Interpreting the Renaissance - Princes, Cities, Architects, Translated by Daniel 
Sherer, Foreward by K. Michael Hays, New Haven and London, Yale 
University Press, 2006, pp. 23-58. 
32 岡北一孝, 「1452年の『教皇ニコラウス五世によって新たに承認され
た都市施設管理官に関する法規』へのアルベルティの関与について」, 日
本建築学会計画系論文集, 第 679号, 2012年 9月, pp. 2219-2224. 本法令
は教皇によるローマ復興の実際を明らかにする史料であるが，アルベル
ティとの関連はこれまで語られてこなかった。まず，1452年の法令では，
それ以前にローマで発布された 15 世紀の都市施設管理官関連の法令で
はみられないテヴェレ川を中心にしたローマの治水について詳述されて
いることが大きな特色であることを指摘した。しかもその治水について
の項目は，De re aedificatoria第十書における水をめぐる記述との密接な関
連性がみられる。この 2つのテクストの繋がりを無視できない以上，第
十書は教皇によるローマ復興の指針として書かれたと考えるのが妥当で
あると結論づけた。«Maestri di Strada (1452)»とDe re aedificatoria第十書の
間に何らかの繋がりがあったと考えるのが自然であり，«Maestri di Strada 
(1452)»はDe re aedificatoriaへの反応として教皇側から出された具体的施
策として捉えることも可能である。 
33 ()内は« Maestri di Strada (1452)»での記述である。Emilio Re, “Maestri di 
Strada”, op. cit. (1920), p. 97. 
34 Giorgio Simoncini, Roma., op. cit. (2004), pp. 124-141; Charles Burroughs, 
From signs to design, op. cit. (1990), pp. 72-92, pp. 223-245. 
35 Ludwig von Pastor, The history of the popes: from the close of the Middle Ages, 
edited by Frederick Ignatius Antrobus, London, Kegan Paul-Trench-Trubner, 
Vol. II, 1923, pp. 96-101; Stefano Infessura, Diario della città di Roma di Stefano 
Infessura Scribasenato, a cura di O. Tommasini, Roma, Forzani e C. Tipografi del 
Senato, 1890, pp. 48-49. 
36 Eugène Müntz, Les arts à la cour des papes pendant le XVe et le XVIe siècle, 
Première Partie, Martin V-Pie II 1417-1464, Ernest Thorin, Paris 1878, pp. 
152-153, Umberto Gnoli, Topografia e toponomastica di Roma medievale e 
moderna, Foglio, Arquata, 1984 (1939年初版), p. 220. なお，この 2つの小教
会堂については以下の論文に詳しい。Charles Burroughs, “Below the Angel: 
An Urbanistic Project in the Rome of Pope Nicholas V”, in «Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes», Vol. 45, 1982, pp. 94-124; Paul Davies, “The 
Tempietti on the Ponte Sant’Angelo and the Renaissance Architecture in 
Rome”, in Ashes to Ashes Art in Rome Between Humanism and Maniera, Edited by 
R. Eriksen and V. P. Tschudi, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 2006, pp. 11-40. 
37 Ludwig von Pastor, The history of the popes, op. cit. (1923), p. 101. 
38 Paul Davies, “The Tempietti on the Ponte Sant’Angelo”, op. cit. (2006), pp. 
20-21. 
39 Ibid., pp. 20-21. 
40 Ibid., pp. 17-23; André Chastel, “Two Roman Statues; Saint Peter and Paul”, 
in W. Stedman Sheard and J. T. Paoletti, Collaboration in Renaissance Art, New 
Haven, Yale University Press, 1978, pp. 59-73; Idem., “La Chapelle de Saint 
michel à la Trinité-des-Monts”, in Les Fondations nationales dans la Rome 
Pontificale. Actes du colloque de Rome (16-19 mai 1978), l'École française de Rome, 
Rome, 1981, pp. 479-486. 
41 Paul Davies, “The Tempietti on the Ponte Sant’Angelo”, op. cit. (2006), pp. 
28-30. ダヴィーズは，パオロ・ロマーノであれば，フィレンツェの建築
も見知っていただろうし，このデザインが可能であったと思われるとい
うが，それよりも可能性があるのはベルナルド・ロッセリーノであると
述べている。しかし，それよりもさらにアルベルティの関与の可能性が
大きいように思える。 
42 アルベルティのサンタンジェロ橋再建については，Giorgio Vasari, Le 
vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, vol. 2., Istituto Geografico de 
Agostini, 1967, 9 vols., pp. 413-414. (ジョルジョ・ヴァザーリ,『ルネサンス
彫刻家建築家列伝』, 森田義之監訳, 白水社, 1989, pp. 210-211.) なお，こ
れに関連して De re aedificatoria 第八書第 6章はサンタンジェロ橋再建に
ついての記述であるともいわれる。アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 248. 
43 Mariano Borgati, Castel Sant'Angelo in Roma, Roma, La Libreria Dello Stato, 
1931, p. 204; Carroll William Westfall, In this most perfect paradise, op. cit. (1974), 
pp 100-101; Charles Burroughs, From signs to design, op. cit. (1990), pp. 72-81. 
44 Carroll William Westfall, In this most perfect paradise, op. cit. (1974), p 100. 
45 ファサードにリミニのアウグストゥスの凱旋門を引用しつつ，付柱の
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