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『十二世紀ルネサンス』の波及： 
12世紀ローマの建築と「ルネサンス」

序 ：『十二世紀ルネサンス』を再読する：
15世紀イタリア建築史の観点から

　前置きとして，報告者自身がどういう関心
と興味のもとに『十二世紀ルネサンス』を再
読したのかを述べておきたい。わたしの専門
領域は今回のセミナー報告者の肩書にあるよ
うに，一言でいえば15世紀イタリア建築史で
ある。イタリア・ルネサンス建築史と書かれ
るのが一般的であろうが，ここに15世紀と記
したのは，報告の中身と大いに関連がある。
その詳細は本論にゆずるとして，近年の建築
史研究では，ルネサンスとバロックと呼ばれ
てきたおおよそ1400-1700年までを初期近代
とし，より中立的な観点から歴史を記述しよ
うという態度がみられる。確かにヨーロッパ
だけでなく，グローバルな視点から世界建築
史としてこの時代を描く時，初期近代という
表現はしっくりくる。ただこの場合も近代と
は何かという避けては通れない大きな問題が
残る。時代区分や様式区分についての解釈は，
研究者個人のアイデンティティの一つともい
え，議論が尽きることはないだろう。
　わたし自身の関心は15世紀イタリア建築に
おける古代建築の再生や遺跡の再利用など，
建築家たちの古代建築や眼前のモニュメント
に関する意識にある。過去の建築を継承しつ
つ新たに建築を創造する上で，古典古代文化
とキリスト教的観念のすり合わせがどう行わ

れたのかを明らかにする試みだ。しかしこう
したテーマは15世紀や大文字のルネサンス研
究の専売特許ではなく， 4 世紀以降の西洋建
築史において常に考察の対象となってきた。
15世紀のイタリアで起こった「古代建築の再
生」を考えるならば，長い連続する時間の中
でその特質を考えていかなければならないの
は確かである。その考察の上で比較対象の一
つとなるのが12世紀であろう。

1  ．『十二世紀ルネサンス』における建築
への眼差し

　ハスキンズは『十二世紀ルネサンス』の第
一章において，12世紀ルネサンスは文化史の
局面によくあらわれると述べ，文学・芸術・
建築を総体的にみていく必要があると指摘し
つつも，「建築と彫刻，それに各国文学は割
愛せざるをえず」と議論の枠組みを限定して
いる34)。そのためこの時代の建築をハスキン
ズがどのようにみていたのかは，本書からは
なかなか見えてこない。そこで本稿では，唯
一とも言っていいハスキンズの建築について
の言及にこだわって，ハスキンズが12世紀の
建築の何にルネサンスを見たのか考えてみた
い。まずその該当箇所を引用しておこう。

　 応用科学の一部門で十二世紀はまさに先陣
を切っている。それは建築学である。古代

34）　しかしその欠落は後続の研究者によって補強され，日本語でもまとめられている。Robert L. Benson and Giles 
Constable (eds.), Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Cambridge, MA, 1982. とりわけ，Herbert Bloch, “The 
new Fascination with Ancient Rome”, pp. 615-36; Ernst Kitzinger, “The Arts as Aspects of a Renaissance Rome and Ita-
ly”, pp. 637-70; Willibald Sauerländer, “Architecture and the Figurative Arts: The North”, pp. 671-710; Walter Horn, 
“Survival, Revival, Transformations”, pp. 711-58. これらの研究成果を紹介しているのが，野口洋二「「12世紀ルネサンス」
と視覚芸術」『早稲田大学大学院文学研究科紀要 第４分冊』，第46輯，2001，17-31頁 . そのほかに邦語文献としては，加藤
磨珠枝編『教皇庁と美術』竹林舎，2015（「第２章 中世の刷新」や「第３章　君主としての教皇」，とりわけ伊藤怜「教会
改革期の絵画――ローマを中心とするラツィオ地方――」179-99頁）が挙げられる。
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の著作を熟読玩味した結果でもないし，ま
た，確かにウィトルウィウスの写本や抜萃
はあるにしても，古典の模範をまねたわけ
でもなく，建築技術の伝統と実践そのもの
の上にこれはできあがった。十二世紀はロ
マネスクの最盛期，ゴシック様式のはじま
りにあたり，特に後者は芸術的業績として
最高の重要性を持つのみならず，圧力とひ
ずみの測定において，また素材の巧みな使
用，全体の平衡と調和において，技術的に
も偉大な成果というべきだろう。しかし残
念ながらこの知識は実地に伝えられて，わ
れわれが知り得るような理論的な手引きと
して残されていない。ヴィラール・ド・オ
ンヌクールの時代がくるまでは，建築家の
スケッチでさえ，その後長い間出てこない
のである。35 )

　これから明らかなのは，ハスキンズがゴシ
ック建築の萌芽をルネサンスとしてとらえて
いることだ。科学の復興にみられる実験の精
神にもとづき，建設現場での実験の積み重ね
が行われ，それが大伽藍を実現に結実したと
ゴシックの革新性を主張している。また「ゴ
シックのカテドラルと時を同じくして出たこ
れらの建築を思わせる「大全」の数々は，思
想のカテドラルと読んでしかるべき」36 ) とも
述べ，スコラ学とゴシック建築を結びつけて
解釈した。広い時代，地域の中から具体的事
例が抽出され論じられる『十二世紀ルネサン
ス』の特色からすれば，どういう根拠と確信
を持ってこの記述にいたったのかがはっきり
しないかなり大胆な一節である。それゆえな
のか，後続の研究者たちはこのハスキンズの
記述に様々なインスピレーションを得たよう

に思われる。

2 ．ハスキンズ以降の建築史での議論
　まず注目すべきはパノフスキーである。
1944年に発表した論文「ルネサンスとリナス
ンシズ」で，古代末期から14世紀にいたるま
で様々にみられる古代の再生はリナスンシズ

（復興）であるとし，大文字のルネサンスと
対比的に論じ，それらの違いを厳然と区分し
た。この論文は1960年に著書の一部となり，
そのルネサンス観は広く世に浸透した37 )。パ
ノフスキーは「中世古典主義の極致は，ゴシ
ック様式という大きな枠の中で達成された」
というように，ハスキンズと同様にゴシック
芸術のなかに12世紀の古代復興の特質を見出
し，それらの具体的事例を自家薬籠中のイコ
ノロジーによって分析し，15・16世紀芸術の
特殊性，唯一性を主張した。ただし主な考察
対象が絵画・彫刻であるがゆえに，ゴシック
建築の平面や構築方法，プロポーション体系
など建築固有の問題を古典主義から語りうる
のかは明らかではない。
　そのほかにも1946年にはゴシック建築の出
発点とされるサン＝ドニ大聖堂の改築を主導
したシュジェ（スゲリウス）のモノグラフを
物したあと，51年に『ゴシック建築とスコラ
学』を著し，ハスキンズが示唆した12世紀に
おける建築と哲学の並行関係を詳しく論じた。
それぞれの中身の詳細についてここで紙幅を
割かないが，これら一連の研究はハスキンズ
の『十二世紀ルネサンス』を補完，あるいは
批判するものといえる。
　パノフスキーによれば，15世紀の透視図法
の再発見は，古代文化を現在から切り離され
た理想的な過去として，距離をもって眺める

35）　C・H・ハスキンズ（別宮貞徳・朝倉文市訳）『十二世紀ルネサンス』みすず書房，1989，277頁。
36）　前掲書，297頁。
37）　Erwin Panofsky, “Renaissance and Renascences”, in The Kenyon Review, Vol. 6, No. 2 (Spring, 1944), pp. 201-

236; Erwin Panofsky, Renaissance and Renascences in Western Art, Stockholm, 1960.（アーウィン・パノフスキー（中森
義宗・清水忠訳）『ルネサンスの春』思索社，1973.）
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ことを可能にし，いわば歴史意識を形成する
手助けをした。そのメンタリティが近代にお
ける古代再生と中世のそれをわける大きな特
徴である。もう一つの特徴が形式と内容の分
離か，それらの再統合かという対比的な図式
である。パノフスキー自身が「分離の原則」
とよんだ，この徹底的に図式化された古代再
生の現象の判別は，非常に明快で広く受け入
れられた一方で，大きな批判も呼んだ。パノ
フスキーが正確に述べているわけではないが，
この見方を建築に適用すると，建築を構成す
る様々な部材それぞれが古代風，あるいはど
れほど古典主義的であるかよりは，それらの
建築的部分それぞれが建築オーダーのもとで
統合されているか否かが重要な分岐点である
と，ひとまずは指摘できる。一言でいうなら
ば，考古学的古典主義がルネサンス建築の特
徴であるという視点である。これは後に述べ
るようにいまでも一般的な理解といえる。
　もう一人のキーパーソンは，パノフスキー
に大きな影響を受けつつ12世紀ローマの建築
における古代復興を検討したリチャード・ク
ラウトハイマーである。ハスキンズは12世紀
ローマの建築をほんのわずかでもルネサンス
という観点から語ることはなかった。クラウ
トハイマーもそれらをルネサンスとは呼ばな
かったが，12世紀ローマの教会堂建築には，
コンスタンティヌスに由来するバシリカ（つ
まりローマの五大聖堂）をモデルとした刷新

Renovatio がみられることを指摘した38 )。こ
の建築の刷新の進展は，サンタ・マリーア・
イン・コスメディン聖堂（11C 後半，Con-
servatio と定義），サン・クレメンテ聖堂

（1102-25，Restauratio），サ ン タ・ マ リ ー
ア・イン・トラステヴェレ聖堂（1140-43，
Renovatio Triumphans）と 3 つの段階に整
理されることがある39)。確かにサンタ・マリ
ーア・イン・トラステヴェレ聖堂（図 1 ）は
古代の遺跡が広がる荒野に出現した新たなサ
ン・ピエトロ聖堂ともいえるほどのインパク
トを持っていたはずだ40)。

3  ．ブルネッレスキの選択：12世紀ローマ
建築のインパクト

　さて，ここで15世紀へと話を進めたい。ル
ネサンス建築史の概説書を開くと，どれもブ
ルネッレスキから始まるはずだ。そして彼の
手による一連の作品の評価としてこのように
記される。

　 ブルネッレスキはルネサンスの基礎を築い
た父であり，古代建築の再発見者であると
賞賛されてきた。さらに最近になると建築
史家はこのような解釈に疑義を呈して，ブ
ルネッレスキの根元が中世にあることを明
示する傾向があった。（中略）しかしブル
ネッレスキの理想は古代ローマにあった41)。

38）　リチャード・クラウトハイマー（中山典夫訳）『ローマ ある都市の肖像 312 ～ 1308年』中央公論美術出版，
2013.（原著：Richard Krautheimer, Rome, Profile of a City, 312-1308, Princeton, 1980.）

39）　Peter C. Claussen, “Renovatio Romae: Erneuerungsphasen römischer Archetektur im 11. und 12. Jahrhundert”, 
in Rom in hohen Mittelalter. Studien zu den Romvorstellungen und zur Rompolitik vom 10. bis zum 12., Herausgegeben 
von Bernhard Schimmelpfennig und Ludwig Schmugge, Sigmaringen, 1992, pp. 87-125. 

40）　12世紀のローマの建築については，Dale Kinney, “Rome in the Twelfth Century: Urbs fracta and renovatio”, in 
Gesta, Vol. 45, No. 2, 2006, pp. 199-220; Idem, “Romanità a Roma: Le Basiliche del XII Secolo Fra Tradizioni e Innovazi-
oni”, in La Cattedrale Cosmatesca di Civita Castellana, a cura di Luca Creti, Roma, 2012, pp. 53-76; Stefano Riccioni, “La 
décoration monumentale à Rome, XIe-XIIe siècles: rèvisions chronologiques, stylistiques et thématiques”, in Perspective, 
2, 2011, pp. 319-60; Sible de Blaauw, “Reception and renovation of Early Christian churches in Rome, c. 1050-1300”, in 
Rome across time and space: cultural transmission and the exchange of ideas c. 500-1400, Edited by Claudia Bolgia, Ro-
samond McKitterick and John Osborne, Cambridge, 2011, pp. 151-66; Catherine Carver Mccurach, “„Renovatio“ Recon-
sidered: Richard Krautheimer and the Iconography of Architecture”, in Gesta, Vol. 50, No. 1, 2011, pp. 41-69.

41）　クリストフ・ルイトポルト・フロンメル（稲川直樹訳）『イタリア・ルネサンスの建築』鹿島出版会，2011，26頁。
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　15世紀イタリアの建築史において中世の建
築的伝統が捨てられたわけでないことは，常
に強調される点ではあるが，古代（帝政期ロ
ーマ）の再生や古典主義こそが建築家の強烈
なアイデンティティであるとする見方がやは
り強い。ではブルネッレスキはなぜ古代建築
の再生を達成することができたのか。その時
にいつも引用されるのが，その天才を称賛し
た同時代人の証言である。そこではブルネッ
レスキがドナテッロとともにローマに出かけ，
古代の遺跡を丹念に（考古学的に）調査し，
建築類型を把握し，建築の造形原理を引き出
すことに成功したと語られる。ここでいう造
形原理とは，帝政期ローマ建築が体現するオ
ーダーのシステムや，大規模空間を実現する
ための構築方法を指すと考えてよいだろう。
　ブルネッレスキがローマへ行ったことは確
かだろうが，明らかに異教ローマのモニュメ
ントの模倣と呼べるブルネッレスキの建築は
見当たらないし，オーダーのシステムも16世
紀になって定式化されるような原則からは逸
脱するところが多い。言い方を変えれば，ブ
ルネッレスキが神殿や浴場建築，フォルム・
ロマヌムの遺跡を確かに考古学的に調査した

はずだと納得することはできない。彼はロー
マで一体何を得てきたのだろうか。
　この点について面白い仮説を立てたのがト
ラクテンバーグである。ブルネッレスキにと
って建築創作の参照元となったのが，初期キ
リスト教の偉大なバシリカとそれらをモデル
に刷新されたローマの教会堂建築であったと
いうのだ42)。とりわけ12世紀に再建された教
会堂建築は，15世紀前半の荒廃するローマ一
面に広がる廃墟の中で，新しい装いで輝かし
く屹立していた。これこそがブルネッレスキ
の脳内に強く刻まれ，我々が12世紀の建築を
指して刷新と呼ぶのに似た感覚を植えつけた
のではないだろうか。つまりブルネッレスキ
は「12世紀ルネサンス」のローマの教会堂を
参照し，建築創作に適用していったのではな
いか。
　ブルネッレスキが関与したフィレンツェの
サン・ロレンツォ聖堂やサント・スピリト聖
堂（図 2 ）に入った時の印象は，確かにロー
マのバシリカを思わせる。平面形式や空間構
成は，サン・ミニアート・アル・モンテ聖堂

（図 3 ）やサンティ・アポストリ聖堂のよう
な同じフィレンツェの中世建築の伝統である

42）　Marvin Trachtenberg, “On Brunelleschi’s Choice: Speculations on Medieval Rome and the Origins of Renais-
sance Architecture”, in Architectural Studies in Memory of Richard Krautheimer, Edited by Cecil L. Striker and James 
S. Ackerman, Mainz, P. von Zabern, 1996, pp. 169-173.

図 1 　サンタ・マリーア・イン・トラスデヴェレ聖堂
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と解釈すべきかもしれない。すでに指摘され
ているように，それら土着の建築文化の影響
も間違いなくあった。しかし円柱の存在感や，
建築詳細に着目すると，トスカーナ的という
よりもローマ的というべきである。そしてそ
れが異教のローマに由来するものではないこ
とも強調しておきたい。

結び ：『十二世紀ルネサンス』の波及と再
読の意義

　トラクテンバーグは別の論考で，『十二世
紀ルネサンス』を冒頭で引用し，自らのルネ
サンス観を説き起こしつつ，14世紀と15世紀
の建築の連続性を指摘する43)。ル＝ゴフもま
た同様の見解を示している44)。それはブルネ

43）　Marvin Trachtenberg, “When Did the Renaissance in Architecture Begin?: From Panofskian Mythography to 
Vasarian History”, in The Companions to the History of Architecture, Volume I, Renaissance and Baroque Architecture, 
Edited by Alina Payne, Oxford, 2017, pp. 5-41.

44）　ジャック・ル＝ゴフ（菅沼潤訳）『時代区分は本当に必要か？連続性と不連続性を再考する』藤原書店，2016. 例
えば185頁，「ルネサンスを特別な時代ととらえるものたちを含む多くの歴史家が，「中世とルネサンス」という言い方をし
ている。そしてもしこの定義によくあてはまる世紀が一つあるとすれば――それこそがこの世紀の豊かさを作り出してい
るのだろう――，それは十五世紀である」

図 2 　サント・スピリト聖堂

図 3 　サン・ミニアート・アル・モンテ聖堂
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ッレスキだけではなく，15世紀イタリア建築
史の主人公のひとりであるアルベルティの建
築作品にも当てはまる傾向であり，「本家」
古代再生，すなわち大文字のルネサンスにお
いても，15世紀と16世紀の間，とりわけラフ
ァエッロ以前と以降には古典主義と古代再生
のメカニズムに大きな隔たりがある。
　すでに指摘されているように，12世紀の建
築における古代の再生現象も，古代建築や古
代の建設技術が残存するイタリアや南仏（ロ
マネスク建築）と北フランス（ゴシック建
築）とでは異質といえる。ハスキンズがこう
した建築における古代復興の差異と多様性を
認識した上で，ロマネスクの事例を捨て去り，
ゴシックのみに言及したのだとすれば，これ
は書き手のルネサンス観を示す決定的側面と

いえる。それらの間にある隔たりは，我々が
15世紀と16世紀の間に見ている溝と似たもの
なのではあるまいか。
　もちろんこのような仮説を丁寧に論じるた
めには，ハスキンズ自身が12世紀の美術や建
築についてどこまで知っていたのか，どれほ
ど興味があったのか，当時の12世紀建築に関
する研究潮流も含め，慎重に検討すべき点が
多く残る。ただハスキンズを起点とする12世
紀ルネサンスの解釈を通じて，イタリア・ル
ネサンスの見方が大きく変わったように，15
世紀と16世紀の古代再生現象の違いを強調す
る視点から『十二世紀ルネサンス』を改めて
再読することは大きな意義を持つのではない
だろうか。
 岡北一孝（日本学術振興会特別研究員 PD（大阪大学））




