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1452年 の F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』へのアルベルテイの関与について
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This study suggests that Alberti's De re aedificarfona Liber Decimus had an influence on some contents of the statutes of the 'Maestri

di Strada' published by Pope Nicholas V n 1452.'Maestri di Strada' were the municipal magistrates who had responsibility for

maintaining the public space. The statutes are very important to understald "Roma instaurata" of the Pope. The 1452 edition

insisted the importance of maintaining and improving water environment in Rome, especially about the Tiber, and these codes are

very similar to the description of De re aedifrcatoial;ber Decimus.
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1 はじめに

アル ベ ル テ ィ の De re aedfβ οια力 第 十 書 は 《 operum

instauratio》 「修復」とい うタイ トルがつけられながら,お よそ修

復 とは関係がないように思える,水理や治水など,水に関する記述

が大半を占めている。 ウィ トルーウィウスの『建築十書』の第ノヽ書

が全般にわた り水について議論されていることを鑑みると, Dθ ′θ

aθ dincaιαゴaの第十書で水について紙幅を害」いて取 り上げられる

ことはとりたてて不 自然ではない。。 しかしながら,第一書や第四

書や第人書など,他 にそれら事柄について述べるにふさわしいと思

われる章節があるにも関わらず,なぜ 「修復」とい うタイ トルのも

とあえて第十書で水について大体的に記述 されたのかとい う点が諒

解できないので,これまで研究者の間で,第十書は「付け足 し」,「 ガ

ラクタ入れ」 な どと等 閑視 され て きた。 しか し近年 ,De rθ

aθ d2F2caι a2・2aの精読,再考察が活発になるなか,第十書も非常に大

きな関心を持たれてお り,新たな解釈が提示されている
"。

そもそも,そ のタイ トルの 《instaurare》 は「修復」と訳すこと

が妥当なのかとい う疑間がある。その疑問をもとに前稿では,アル

ベルティの著作に加え,古代・中世の書物における 《instaurare》

とい う語の用法について検討 した。その結果, ウィ トルーウィウス

やプ リニウス,キ ケローなどでは 《instaurare》 力ヽ まとんど用いら

れない一方で,ウ ルガタ聖書ではエルサレム神殿の修復 とい う文脈

で頻用されていた。つまり,建築的文脈で 《instaurare》 が用いら

れた場合,聖書の記述を連想 させるような,聖なる建築の修復をイ

メージさせる語であつたと考えられる。その′くを考慮にいれ,アル

ベルティが
'θ “

aθ dttο aια力 を書いていた時期とその状況を顧

みるならば,《 instaurare〉〉は
'θ

 re aedfβ caιc力 が献呈されたニ

コラウス五世による新たなエルサレムとしてのローマ復興と結びつ

く。言い換えれば,《 operum instauratio》 と題された第十書はニ

コラウス五世によるローマ復興という文脈のもとで読まれなければ

ならないのではないだろうか。。

しかしながら,ニ コラウス五世によるローマ復興については,ア

ルベルティ関与説と非関与説に分かれ,い まも議論が続いている。。

非関与説の根拠の一つとされるのは,教皇の復興事業について最も

知られている史料であるジャンノッツォ・マネッティの『ニコラウ

ス五世の伝記』いにおいて,アルベルティの名が一度も登場しない

ことである。したがつて,第十書が実際に教皇によるローマ復興を

念頭に置いた 《instaurare》 「修復」について述べたということを

いうためには,水の性質や水理学,そ して水道や導水管,運河や河

川の整備についての記述が大半を占める
'θ “

aθ dttcaιοガa第十

書にニコラウス五世のローマ復興計画との関連性をみることができ

るか,考察しなければならない。

そのために,『 ニコラウス五世の伝記』の他にニコラウス五世のロ

ーマ復興を裏付ける文書資料である,一般的に “Maestri di Stradど '

と呼ばれるローマの街路や水道を含んだ公共設備の管理監督の活動

のため 1452年 に公布された 《3 sι aιυがあ 万m aθ s″ゴdθ tt θdθβιゴゴ

″ Rοma nο
"menι

e Faι″ dθ mandaιο法,コοsιrο signOrθ ρ″a

NTοοお 9υ 777ιO》 0『教皇ニコラウス五世によつて新たに承認された都

市施設管理官に関する法規』(以 下 《Maes"″ Straあ (1452)》 と
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する)を とりあげる。この文書を読み解 くと,教会やモニュメン ト

だけではなく,ロ ーマの都市保全のため,水道とテヴェレ川の整備

を街路環境の改善と共に大きく取 り上げていることに気付く。

本稿では,ま ず 1452年 以前における “Maestri di Strada"関 連

文書を通 して,そ の役職の意義 と変遷について述べる。そして,《

Maθ s力嗜昴 Srraあ (1452)》 においてローマの水環境改善が重要な

事業 として取 り上げ られ る転機 となった ことを指摘 し,De rθ

aθ dゴ■ca ιοガa第十書 と比較検討することで,両者のテクス トの関連

性を示唆する。

21452年 以前の 《Maest面 di Strada》

“Maestri di Strada"は いまだ定訳はなく,直訳すると「道路管理

官」であろうかつ。 しかし,の ちに指摘するように,彼 らに要求さ

れた仕事は街路だけでなく,広場や橋を含んだ公共施設一般の管理

であったため,本稿では「都市施設管理官Jと い う訳を採用 しため。

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 していて,現在その起

源は 1227年 までさかのぼることができるが9,都市施設管理官の任

務内容を示す文書群で,最 も古いのは 1233年 の条文である。それ

によると,彼 らは元老院とローマ市民によつて任命 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つている10。

15世紀前半においては 1363年 に発布 された 《Sι aιυιaじめゴs》 1'

が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1"。 この発布はパウルス 2世の治

世である 1469年 まで,長 きにわたつ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

ば第二書第 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10。

ローマの水環境はどのように整備 されてきたかその記述に注目す

ると,ト レヴィの泉が第二書第 126章 と第 127章 でテーマとなつて

いる。「洗濯場や水飲み場において,糸 くずや布,家畜の排泄物を廃

棄する者は,100ソ リドゥスの罰金 とするJ,「 月に一度は泉の調査

に赴かなければならないJな どと書かれているが, これ ら任務は

“marescallr'が 請け負 うとされ,水環境整備を責任 とする監督職が

都市施設管理官と別に存在 していた10。

次に 15世紀前半で重要な都市施設管理官関連の行政文書は ,

1363年 《Sιa`“ιaじめゴs》 の修正版でもある,1410年のアレクサ

ン デ ル 五 世 に よ る 《 予ろfumen tta`urα υ」22 /1fagη ゴβοαυ222

'Om222α
υm Magゴ st2・ a2・umスθごβごαυm θι Sιraιarυ222ス f222a θ

υレわゴs》 15)『 ローマの都市施設管理官に関する法規集』 (以 下,《

Sιaιυιa aめゴs(1410)》 とする)で ある。《Sι a`υ ぬ 」島is》 よリー

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。

同様に水環境については第 6章 「施設管理官は,月 に一度 トレヴ

ィの泉の調査に行かなければならないJで取 り上げられている。こ

こでは,《 Sιa`υιa aめお》で述べられていたことが都市施設管理官

の任務と明言 されている10。 また,第 8章では 「都市施設管理官の

任務はローマ都市内外の場の修理である」 といい,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1つ。

第 20章は,「施設管理官は下水渠と導水管の設置 と修理のための寄

付を強請することができるJ10と 題 され,こ こでも市街の水道設備

の修理や維持管理が命 じられている。

この 《Sιa`υιa υレbゴs(1410)》 でもつて,市内の水道整備につい

て記 され始めた。 しかしながら名称が記されているのは トレヴィの

泉のみである。トレヴィの泉に着 目されるのは,中世の荒廃を経て ,

ローマの水道はほとんど使用不能になってお り, トレヴィの泉とそ

の水源であるヴィルゴ水道のみが 15世紀にいたるまで欠陥があり

つつも維持・使用されていた水道であるからだと考えられる19。

1425年のマルティヌス五世による 《Es″ 力 οunο
`arυ“

αbis

pro7ゴ″σarω 22 》 (こ お け る 《 Rθゴ
“
′era″ο a22″917ゴ ЭttOゴゴ θι

JurisdゴειゴοコIs ma′ sttOra222 7ゴ arυ 222 ιレbゴSθゴυs9υθ dis薩■ο
`υ

s〉〉20)

『 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』 (以 下 《Maes"ご Strada(1425)》 とする)は比

較的短 く,8章で成 り立つ。一般的に 《ylraθs"″ &“ぬ (1425)》

の特徴は,《 aaιυιa υレbゴs(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 していることだといえ

る。第 2章,第 7章 の “auctoritate apostolica"と い うフレーズか

らも都市施設管理官に対する教皇の権力拡大が見て取れる21ヽ

実際の都市の介入に関しては,建物や場所の固有名を挙げながら

その修理や補修について述べ られることもなく,ロ ーマの水環境整

備に関しても注 目すべき記述は見当たらない。つまり,水道や噴水 ,

テヴェレ川について,《 &aιυιa υレbゴs(1410)》 に加えて 1425年 の

段階で特別に手を加えるための方策はうたれていない。 ところが次

節でみるように,《 ■faθs"西 Sレaあ (1452)》 ではローマの水環境

に対する施策が大きく扱われるようになる。

3《 Maestn di Strada(1452)》 について

《llfaes″f″ Sιraル (1452)》 は 42の 章から成 り立つ。一見して

わかるようにヴォリュームがかなり増 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2"。

第 1章 から第 5章まで,お よび第 9章から第 21章 までは,都市

施設管理官の組織,権限,大きな枠組みでの任務規定などで構成 さ

れている。これ らの章により,都市施設管理官は他に,それぞれ制

限 され た権 限 を持 ち特 定 の任 務 を担 う,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)で 成 り立つ組織の長で

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,場合によつては破壊行為も認

められている2め 。これはこの文書の特徴の一つといえ,教皇の,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

介入への意欲がみられる。都市介入の実態がみられるその他の章を

簡単に述べる。

第6章   都市施設管理官はいかなる理由があろうとも公共を占拠する行為

に対する許可をあたえることができない。

第7章   都市施設管理官はトレヴィの泉およびローマ市内外の泉の管理を

任務とする。

第8章   都市施設管理官はアッチア水道とマラナ水道の管理を任務とする。
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第22章  山,丘 ,谷,野原などいかなる公共の環境も占有してはならない。

第23章  ポルティコの通行の障害になる露店やベンチなどの設置を禁ずる。

第24章  街路の大小を問わずその占有を禁ずる。

第25章  都市施設管理官の許可なしでの公共道へのポルティコの設置を禁

ずる。

第26章  交通の妨げになるような,バルコニーや建物上層部の街路への突

き出しを禁ずる。

第27章  都市施設管理官はローマの道路の舗装を任務とする。

第28章  都市施設管理官は公共の場での障害物を破壊や除去を行える。

第29章  ナヴォーナ広場における廃棄物投棄を禁ずる。

第30章  雨天時のテヴェレ川周辺の低地 (platea)でのゴミ投棄を禁ずる。

第31章  家の前に廃棄物を放置してはならない。

第32章  都市施設管理官は 5月 から8月 までの4ヶ 月間の毎週士曜日にロ

ーマの街路の清掃を義務とする。

第33章  糞尿,ゴ ミの公共の場への投棄を禁ずる。

第34章   公共の場での水浴び,洗身を禁ずる。

第35章  上記に該当するものは 40デナーロの罰金を科す。

第36章   獣・家畜の死体を道路や公共の場に投棄することを禁ずる。

第37章   テヴェレ川およびその河岸において,建造物等によつてその場を

占有することを禁ずる。

第38章   都市施設管理官は一年に三度,復活祭の時期と7月 にテヴェレ川

の清掃を行 うこと。

第39章  都市施設管理官はポルティコを塞ぐベンチなどの障害物の撤去を

行える。

第40章  ローマ市内外における私的な塔の建設を禁ずる。

第41章  ローマ市内外における私的な水槽設置を禁ずる。

第42章  ローマ市壁の周辺にワイン畑を持つものは,市壁の保全のため市

壁の周囲は道をつくり空き地にしておかなければならない。

これ らは大き く分類す るな らば,都 市施設管理官の具体的任務内

容 についての さらなる言及がみ られ る第 6,7,8,27,28,32,38,

39章 と,市民に宛てて,一体何が禁止 され るのか,刑罰 も含 めて明

示 した第 2226,29-31,3337,4042章 の 2つ に分けることがで

きる。既 に指摘 した他 に,こ の勅令の一般的によくいわれ る特徴は ,

《Sι aιυιaじめゴs(1410)〉〉と く(MaesFr2あ S″aあ (1425)》 がラテ

ン語で書かれ る一方で,俗語で書かれてい ること,《 S`aιυιa υレbゴs

(1410)》 のよ うな以前の勅令 を廃止す ることな く踏襲 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が構成 されていること, これま

で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において大 きな権限を手に した こと

な どが挙げ られ る2つ 。そ して,それ以上に強調 されてよいのは,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。

第 7章

都市施設管理官は月に一度, トレヴィの泉の調査に行かねばならない。泉が

不法に占有されていないか,壊 されていないか,水量や水の流れが正常か確

かめ,損害があれば修理しなければならない。 トレヴィの泉およびローマ市

内外の泉を訪れなければならない。そして,ロ ーマ市内外の全ての泉につい

て同様の調査が成されなければならない。いかなる人物であっても,泉に損

害を与えたものは自らの出費でその補修を行わなければならず,同時に罰金

も支払わなければならない。

第 8章

都市施設管理官は,ア ッチア水道およびマラナ水道の管理を担わなければな

らない。すなわち,その導水過程に異変がないか,例えば,誰かによつて私

有地に引き込まれていないか,導水菅を変形し,別の管を接続させて私用さ

れていないか,確認しなければならない。私用が確認された場合,元の状態

に補修する費用はその個人が負担し,罰金も支払わなければならない。

第 37章

いかなる身分・条件であっても, ローマ人である限り外国人であつても,全

ての人物はテヴェレ川を占有してはならない。つまリテヴェレ川においては
いかなる場所であっても,大小にかかわらず,あ らたに建造物を建設するこ

と,壁を築くこと,魚河岸を設けること,突堤に階段を付すこと,その他の

本造建造物を建設することを禁ずる。それはローマ市内外において有効であ

り,我 らの教皇あるいは都市施設管理官による承認と許可なしに,その行為

を行つた場合,金 10ド ゥカーティの罰金とその工事によつて被つた損害賠償

を科す。なおその罰金については,半分は会計院に, さらに残りの 4分の 1

を都市施設管理官と告発人に分け与える。全ての人物は罪の告発とその 4分

の1を受け取る権利を有する。

第 38章

テヴェレ川における家畜の糞尿の増加による空気の汚染を防ぐため,都市施

設管理官に対して 1年に二度,復活祭の時期と7月 に一度ずつ,テ ヴェレ川

に蓄積した糞尿の清掃を義務づける。なお,糞尿を運搬する荷車の費用に関

しては,その糞尿廃棄の責任者が負担しなければならず, もし支払いを拒ん

だ場合,財産の差し押さえで確保しなければならない。2→

第 7章は,《 Staιυ
"じ

めお (1410)》 第 6章に相当する内容,つ

まり月に一度, トレヴィの泉に損害がないか調査に行くことを都市

施設管理官は義務づけられた上に,他のすべての泉の維持管理も付

け加えられている。それに加え,第 8章の主題であるアッチア水道

およびヴィルゴ水道 とい うローマ市の南方を流れる 2つ の水道を整

備することの意図は,水道資源に乏しかった住民が,市民生活によ

つて汚染 されていたテヴェレ川の水を飲用することによつてたびた

び発生 していた疫病や衛生状態の悪化をおさえるものであった。そ

して,ロ ーマの居住区域の拡大をはかり,テ ヴェレ川の周辺に集中

する人 口を拡散することを目的ともしていた20。 第 37章は様々な

建造物によって塞がれることによつてたびたび生じる洪水を防ぎ,

流れを良好に保つことを目的としていたと考えられる。当時の都市

の洪水被害はローマのみならず他都市でも深刻であつた2つ 。第 38

章については明確に都市衛生のための措置であると記 されている。

また,こ の二つの章を道路の整備に関して書かれた直前の第 32

章から第 36章 と比べてみると,そ の内容の類似に驚かされる20。

テヴェレ川の運河,水路としての役割が強調 されているのである。

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管理監に命 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ついて取 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・スピリト通 り )を起点としてお り,ヴ ァティカンとその他

の地区を繋ぐ道である。ナヴォーナ広場の南端をかすめ,カ ンピド

ー リオヘ と続 く,パーパ通 り (da1lo Canale de Ponte in sino as

Sancto Angilo Pscivendolo),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 (dallo Canale de Ponte per via Papae in sino ad

Campitoglio),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 (da1lo Canale di Ponte

per la via ritta in sinO alla Magdalena)で ある29)。 この 3つ の通 り

は,第 39章でも登場 し,こ の勅令の中で整備すべき通 りとして重

要視されている。 目的のひとつは,ヴァティカンとローマ市内外を

結ぶ主要な通 りを整備 し,人 と物の循環の向上することである。と

りわけマッダレーナ通 りとレッタ通 りとい うテヴェレ川沿いの主要

道路の付近は古くから人々が住み着き,な かばスラム化 してお り,

その再開発はテヴェレ川の整備 とい う点でも重要度が高かつた30。
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4《 Maest"di Strada(1452)》 と第十書の比較検討

建築史の分野では,Dθ
“

′οdゴβοaιにあ は美の概念や装飾,アル

ベルティの建築作品との比較検討 とい う興味で語 られることが多く,

De re aθ ∂ゴβcatοガaの技術的側面,と りわけ第十書にみられるよう

な土木・治水事業についての記述についてあま り検討 されてこなか

った3つ 。しかし,15世紀においての興味は技術者 としてのアルベル

テ ィにも注がれ ていた。例 えば , レオナル ド・ ダ・ ヴィンチ

(Leonardo Da Vinci 1452‐ 1519)はアルベルティによる橋の建造法

や水理について大きな関心を寄せてお り,実践的側面からも Dθ
“

attω ιαFaが 読まれていたことがわかる3"。 ァルベルティの第十

書に影響を与えたと考えられる,ウ ィ トルーウィウスの『建築十書』

のとりわけ第人書に加え,フ ランチェスコ・ディ・ジョルジョ・マ

ルティーニ (Francesco di Giorgio Martini,1439‐ 1502)の『建築論』

3♪ でも当然のように都市における治水について語 られている。つま

り,Dθ
“

′θdゴβοaιοガaが 当時,実際に起きている諸問題の解決策

の指針 として読まれたとい う可能性は大いにあり,《 .■faθ s″ゴ″

Stra売 (1452)》 と比較検討する意義は小さくはない3り 。

《Maθs"ご 乱
“

あ (1452)》 で新たに取 り上げられたローマの

水環境整備は,テ ヴェレ川を重点的に整備することを明示 していた。

清掃 と浄化により,テ ヴェレ川を物資運搬・通行の 「道」と同じく

扱い,市民にとつての飲料水・生活用水を水道や泉に割 り振 り疾病

の流行を抑えるとい う 《Maθs加 ″ Straあ (1452)》 におけるテヴ

ェレ川の改善をもとにしたローマ水環境整備の根底にある考え方は ,

Dθ re aθ dゴβca`οガa第十書第 6章 と,第 10章 から第 12章 にみられ

る。以下に引用 した文章がそれをよく表 している30。 とりわけテヴ

ェレ川の問題点について,具体的に第十書でアルベルティが言及 し

ていることも注 目すべきであろう。なお,川 を道として扱 うとい う

考え方は,第 四書第 7章で披露される。アルベルティは,「り||や運

河は道路の理でもつて判断すべき」と述べた上で,それについては

いずれ別に論 じるとい うが,それは第十書第 10章 から第 12章 を指

していると考えられる30。

第十書第 6章

発見した水を無計画に人々の用に供しようとは思わない。そうではなく,都

市に大量の水が必要なのは単に飲むためだけでなく,その他,入浴,庭 ,皮

革なめし,縮絨工場,水洗のためでもあり,第一に家の不意の火災に対して

も豊富に備えられるのであるから,い うまでもなく最良の水は飲用水として

選ばれようが,そ の他の水はそれぞれ適するように使われよう。

第十書第 6章

ローマの住民は空気の不安定と,夜に流れる霧,ま た午後の強風のために熱

病に悩まされる。すなわち,こ の地では実に,夏の午後三時ころ,大多数の

人の身体が熱でうだつている時に,ひやりとする風が吹き抜け,血管を委縮

さすからである。しかし私の感じでは熱病その他,最 も多くの悪疫は,ほ と

んどいつも濁つているティベリス河の水を飲むために起こると思う。

第十書第 12章

続いて清掃。カエザルはティベリス川の清掃に非常に関心を寄せた。投げ込

まれた雑物で川は充満していたのであるが,清掃の結果,河から取り出した

レンガ屑は山となって,テ ィベリスからほど遠くない箇所に,市の内外で巨

大な堆積をなしている。これだけ多くの物を一体何によつて,水の流れてい

る河から取り出したか,に 関する推論はまだ読んだ覚えがない。しかし,堰

板囲いを用いて,それで川の流れを分け,囲い内部の水を除き,障害物を取

り除いた, と考えられる。3つ

加えて 《]あθ説ガ ″ Sιraぬ (1452)》 第 32章はサンタンジェロ

橋の維持管理 と橋の象徴性の強化のためでもあると言われる30。 サ

ンタンジェロ橋はローマがジュビリオを迎えた 1450年 の 12月 に崩

落 し,往来していた多数の巡礼者が犠牲になつたことが知 られてい

るが3",ァ ルベルティは第十書第 10章で,そ の描写からしてサン

タンジェロ橋の崩落前の姿を記 している40。

第十書第 10章

ローマのアドリアーヌスの橋は人間の作りえたものの中で最も頑強なものと

思うほどであるが,それにも関わらず,度重なる洪水のために,今後さらに

長く存続できるが疑わしい状態になつている。4'

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 されたことが

わかつてお り,悲劇後の反応も非常に早く,す ぐに再建へ向けて動

き出し,橋のポンテ地区側には惨事を追悼するためのモニュメン ト

として 2つの小さな教会堂が建てられた4"。 そして,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たと言

われる4め 。そ して,引 用 したアルベルティのサンタンジェロ橋につ

いての記述は,そ の文脈で理解することが可能である。サンタンジ

ェロ橋への直接的な修理の問題 としてではないが,テ ヴェレ川の氾

濫や洪水を防ぐことで,橋 に対する損傷を防ぐための施策 として第

十書を読み解 くことができる。やはり第十書と 《Maθs"″ S″aあ

(1452)》 の間に共通点を見いだすことができるのである。

さらに,アルベルティは,「公共建造物を管理 し守るように,公共

体から指名 された一家が古代にはあつた。これは大いに推奨されて

しかるべきものと思 う。」と第十書で述べている4り 。これときわめて

類似 した一節をフロンティヌスの『古代ローマの水道について』に

みることができることから4',ァ ルベルティの記述はフロンティヌ

スをもとにしていると考えられる。もちろん,都市施設管理官は既

に述べたように 13世紀になってみられた役職であるので,フ ロン

ティヌスの記述が都市施設管理官を指 している訳ではない。しかし
,

都市施設管理官の起源 となる職は古代ローマの造営官 (aedilis)で

あるともいわれ40,こ のアルベルティの記述はまさに都市施設管理

官の権限拡大を指 しているとい う指摘もある4つ 。

また,1453年 に完成 した トレヴィの泉の再建事業とその水源であ

るヴィルゴ水道の修復についてはヴァザー リの『芸術家列伝』によ

り,ニ コラウス五世治世のもとアルベルティがその復興に取 り組ん

だことが知 られている40。 しかしながら, トレヴィの泉の再建につ

いてアルベルティの関与をしめす史料はヴァザー リの他になく,ア

ルベルティのテクス トにおいても触れ られていない。マネ ッティも

ヴィルゴ水道 とトレヴィの泉の再建については黙 して語 らない。ニ

コラウス五世によつて水道事業が行われたのは間違いないので,マ

ネッティはアルベルティと教皇庁内で対立関係にあつたから,意図

的に伝記の中で記さなかつたと考えることはできる49。

このように見てくると,《 Maθ説ガ ″ Straあ (1452)》 と
'e re

aθ dゴβοaια力 第十書の間に何 らかの繋が りがあつた と考えるのが

自然であり,《 fピaθ説ガ済 S″aぬ (1452)》 は
'ο

″ aediicaιαゴaヘ

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。バロウズは,《 fKaθ説五″ Sιraあ (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
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Massimi(MassimO di Lello di Cecco),1395頃 ‐1465)の 名前を挙げ

てお り,アルベルティの関与には触れていない50。 しかし,アルベ

ルティがそのキャリアの初期において法学をまず修めたことを思い

起こす と,《 Maes加 ″ SFraあ (1452)》 の構想を支えた人物 として

アルベルティがいたとしても不思議ではない。カン トロヴィッチは

ルネサンスの芸術理論の発展に法学が深く関係 してお り,ルネサン

ス期の芸術家の理論 と,中世の法学者の専門的な教義の間に強い類

似性があつたことを指摘 し,実際イタリアの人文主義的な風土一般

を準備 したのは,13世 紀の法学者だと述べている。D。 いまのところ

アルベルティと 《]わθs"ご 就″凛 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れると,関連性を否定

する方が難 しいだろう。

5 おわ りに

《zlfaesι rゴ 商 S"aあ (1452)》 において初めてローマの治水事業 ,

とりわけテヴェレ川の整備に力が注がれたことがそれ以前の勅令の

比較を通 して諒解できる。また,そ の 《Maθs″ ″&″ル (1452)》

に新たに書き加えられたことは,Dθ  rθ aθ dゴβοaιοガaの第十書でア

ルベルティが 「修復」について詳述 している内容 とよく似てお り,

そこに関連性をみることができ,第十書が果たした役割は非常に大

きいように思える。第十書と《Z“ sF7・」″ Sιraあ (1452)》 を考えた

際に,ニ コラウス五世によるローマ復興にアルベルティは少なくと

も 1452年 までは関わつてお り,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はないだろうか。つまり,

アルベルティが 「修復Jと 題 した第十書で水について議論すること

には,明確な意図があつたと考えられるのである。

しかし,Dθ
“

aοttattaが 教皇に献呈されたのが 1452年であり,《

Maesぼ 薔 s″aぁ (1452)》 とのテクス ト年代の前後関係がはつき

りしないため,De rθ  aθ dゴβοaιοrゴa第十書の方が後に書かれたかも

しれないとい う可能性も検討されなければならないだろう。また ,

ニコラウス五世のローマ都市計画の姿を描き出す上で,マネッティ

は伝記の中で, ローマの水環境整備について述べていないのはなぜ

なのか,そ の記述の朗嬬の原因は何なのか, さらに検討を加えなけ

ればならないだろう。
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