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序章  アルベルティ研究の展望と問題の所在 －第十書再考のための足がか
りとして－ 

 

 

 

本章の⽬的は，アルベルティについての膨⼤な既往研究を建築作品研究と De re aedificatoria

研究に分類し，いま成されている研究の内容とその意義をなるべく包括的に紹介していくこ
とである。本研究は，De re aedificatoriaの分析を主とするため，その研究史については詳細に
論じていく。とりわけ，2004年のアルベルティ⽣誕 600年を契機とした，ここ 10年間の⼤量
の成果の整理と消化が必要である。最後に，第⼀章，第⼆章，第三章，第四章，第五章と本
論で論じていく内容が研究思潮の中でどのような位置づけを獲得するのかを述べる。 

 

 

 

建築作品研究史 
研究史のパースペクティヴ 

アルベルティ研究は時代・地域を問わず継続的かつ遍在的にみられるが，アルベルティ没
後 500 年の 1972 年を迎えるといくつかの国際会議が開催されて，出版物が多く世に出た1。
1973年にエレクタから出版されたフランコ・ボルシ (Franco BORSI, 1925年 -) による『レ
オン・バッティスタ・アルベルティ 全作品』2は 20世紀になって初めてのアルベルティにつ
いての包括的な研究で，建築作品のみならず，De re aedificatoria, De Pictura『絵画論』, De Statua

『彫刻論』, Discriptio Urbis Romae『都市ローマ記』3, など建築と芸術に関する著作についての
解説も含んでいる。アルベルティの建築が，円，正⽅形という幾何学図形により構成されて
おり，全体を統⼀的に⽀配する⽐例関係がみられることが実測した⼨法を元に明快に図⽰さ
れた。こうした建築解釈がウィットコウワー (Rudolf WITTKOWER, 1901 - 1971年) の古典
的名著『ヒューマニズム建築の源流』の影響のもと成されたのは間違いない4。ボルシは基本
的にはアルベルティ建築の歴史的経緯と現状を詳細に記述することに徹している。多様な情
報が整理された画期的なモノグラフィーではあるが，出版されてから 40年が経ち，いくつか
の⾒解が修正を迫られたということもあり，近年引⽤されることが少なくなった。それは，
建築作品におけるオーダーやプロポーションの観点からの解釈は近年あまり⾒られなくなり，
                                                        

1 Convegno Internazionale Indetto nel V Centenario di Leon Battista Alberti  (Roma - Mantova - Firenze, 25 - 29 aprile 
1972) , Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1974; Il Sant'Andrea di Mantova e Leon Battista Alberti, atti del Convegno di 
studi organizzato dalla citta di Mantova con la collaborazione dell'Accademia Virgiliana, (nel quinto centenario della basilica di 
Sant'Andrea e della morte dell'Alberti, 1472-1972, Mantova 25-26 aprile 1972), Edizione della Biblioteca comunale di 
Mantova , 1974. 

2 Franco Borsi, Leon Battista Alberti. Opera completa, Milano, Electa, 1973. 
3『絵画論』,『彫刻論』,『都市ローマ記』は邦訳がある。レオン・バッティスタ・アルベルティ, 『絵画論』, 三

輪福松 訳, 中央公論美術出版, 2011 (改訂新版。初版は 1992年); レオン・バッティスタ・アルベルティ, 『芸術論』, 
森雅彦編訳, 中央公論美術出版, 1992. (本書は，De Statua, Descriptio Urbis Romae, De punctis et lineis apud pictores, Elementi 
di pittura, の翻訳を含んでいる。) オリジナルのテクストは，Leon Battista Alberti, Descriptio Urbis Romae, Edition 
Critique, Traduction et Commentaire par Martine Furno et Mario Carpo, Genève, Drotz, 2000; Leon Battista Alberti, Opere 
Volgari, a cura di Cecil Grayson, vol. 3, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1973.(この著作は De Pictura (羅伊併記), Elementi di 
Pittura, Ludi Rerum Mathematicarum, Grammatica della Lingua Toscana, Ecatonfilea, Deifila, De Amore, Sofrona, Istorietta 
Amorosa Fra Leonora de’Bardi e ippolito Bondelmonti, といくつかの書簡を含む。) 

4 Rudolf Wittkower, Architectural Principles In the Age of Humanism, London, Academy Edition, (The first edition, 1949), 
1998. (邦訳：ルドルフ・ウィットコウワー／中森義宗訳『ヒューマニズム建築の源流』, 彰国社, 1971年) 
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研究の興味が移⾏した所以であるとも考えられる。 

その後，英語圏の研究者によっても⼤きな成果が⾒られるようになる。1975年にジョンソ
ン (Eugene J. JOHNSON, 1933年 -) はサンタンドレア教会堂の個別研究書を出版した。15

世紀にサンタンドレア教会堂建設に関わっていた君主や⼈⽂主義者，現場監督などのやりと
りが記された書簡を収録されている。⽂献⾯からサンタンドレア教会堂設計に関するアルベ
ルティの役割を記述すると共に，教会堂の考古学的調査による新しい知⾒を提⽰して，⼤き
な議論を呼んだ5。1977年に先述のフランコ・ボルシによるアルベルティ論が英訳されたこと
もあり，1979年には Architectural Design誌においてアルベルティの特集が組まれた。ここでは，
ユベール・ダミッシュ (Hubert DAMISCH, 1928年 -)，マンフレッド・タフーリ (Manfredo 

TAFURI, 1935 - 1994年) ，フランソワーズ・ショエ (Françoise CHOAY, 1925年 -) などが論
考をよせている。注⽬すべきは，ハワード・バーンズ (Howard BURNS, 1939年 -) が，アル
ベルティが描いたとされる浴場建築の平⾯図 (図 序-1, 図 序-2) を提⽰したことであろう。
また，ロバート・タヴァーナー (Robert TAVERNOR, ?) とジョセフ・リクワート (Joseph 

RYKWERT, 1926年 -) がサン・セバスティアーノ教会堂の推定復元図 (図 序-3) をかなりの
ページを割いて論じている6。アルベルティの建築は未完に終わったものや後世に改変された
ものが多いため，アルベルティの実施案の復元を試みることが⼀つのの⽬指すべき成果であ
るということを既往研究は語っている。 

アルベルティ建築の復元図を初めて世に問うたのは，おそらくウィットコウワーであろう。
彼は『ヒューマニズム建築の源流』においてサン・セバスティアーノ教会堂の復元ファサー
ド (図 序-4) を描いた。このギリシャ⼗字式平⾯をもつ⼀⾵変わった集中堂式教会堂の復元
図作成はその後も研究者の興味を引き，上記のタヴァーナー／リクワート以外にも，幾つも
描かれた7。他にも例えばマラテスタ神殿の推定復元図をフランコ・ボルシがマッテオ・デ・
パスティ (Matteo di ANDREA DE’PASTI, 1420 - 1467/68年) のメダルや書簡に基づきつつ描
いている (図 序-5)。 

1994年にはリクワートが参画し，マントヴァのテ離宮でアルベルティ展が開催された。そ
れにあわせ編纂されたカタログは展⽰品の解説に加えて，伊・英・⽶・仏・独の多数の研究
者による論考が多数収録された濃密な論⽂集でもある。場所柄，マントヴァでのアルベルティ
の活動を中⼼に紹介されている。カタログ中で⼤きく取り上げられており，興味を引くのが
パトロン君主たちとアルベルティとの関わりである。ルドヴィーコ・ゴンザーガ (Ludovico 

GONZAGA, 1412 - 1478年) ，ジョヴァンニ・ルチェラーイ (Giovanni RUCELLAI, 1403 - 

1481年) ，シジスモンド・マラテスタ (Sigismondo Pandolfo MALATESTA, 1417 - 1468年) と
いう⾯々の夢や権⼒が建築や都市にどう反映されたかという興味の⼀環で，様々な論考がア
ルベルティの建築を語っている8。「パトロンと建築」というテーマはここに⾄るまで決して
無視されてきた訳ではないが9，1992年のタフーリの著作『ルネサンス研究：君主・都市・建
                                                        

5 E. J. Johnson, S. Andrea in Mantua the building history, Philadelphia, The Pennsylvania State University Press, 1975; 
Kurt W. Foster, “Review of E. J. Johnson “, in «Journal of the Society of Architectural Historians», 35, 1977, pp. 123-125. 

6 “AD Profiles 21: Leonis Baptiste Alberti”, «Architetural Design», vol 49, No 5-6, 1979. 
7 Howard Saalman, Alberti's San Sebastiano in Mantua, In Renaissance Studies in Honor of Craig Hugh Smyth, vol. 2, 

Fireze, Giunti Barbara, 1985, p. 645-652; Gianni Baldini, “L'oscuro linguaggio del Tempio di S. Sebastiano in Mantova”, in 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 33, n. 2/3, 1989, pp. 155-204. 

8 Leon Battista Alberti, a cura di Joseph Rykwert e Anne Engel, Catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 10 
settembre – 11 dicembre 1994), Olivetti/Electa, 1994. 

9 例えばニコラウス五世のローマ都市改造計画とアルベルティという主題を扱った，Carroll William Westfall, In 
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築家』10をきっかけに⼤きく取り上げられることになる。建築本体を美術史的に解読するだけ
でなく，⼤きな権⼒を持っていた施主と建築家との関係という社会史的な切り⼝や，君主が
抱いた壮⼤な理想都市計画とその権⼒を表象するモニュメントとの関連でアルベルティを捉
える⼿法は，現在のアルベルティ研究における⼀つの⼤きな潮流と⾔える。 

1998年に出版されたタヴァーナーの著作は，アルベルティの建築活動についての新しい主
張をふんだんに取り⼊れた刺激的な個別研究書であり，現在最も広く読まれている。マント
ヴァでの 1994年の展覧会の成果から⼀歩進んだ主張がみられる。とりわけ，マラテスタ神殿
やサン・セバスティアーノ教会堂，サンタンドレア教会堂などの復元図が⽬を引く (図 序-6)。
レーザー測量による実測数値をコンピューターでモデリングした 3 次元の復元模型を提⽰す
ることで，アルベルティが構想した建築の姿に迫ろうとしている。復元図の構想にあたって
は，建築のプロポーションにおける数学的⽐例関係と De re aedificatoriaの«concinnitas»という
概念を鍵に，時代・地⽅を問わず，アルベルティに影響を与えたか，あるいは逆にアルベル
ティに影響を受けたと考えられる建築が参考を参考にしている11。このタヴァーナーの研究に
おいて，復元図作成を⽬指す研究はおそらく頂点に達した。今後このタイプの研究はあまり
みられなくなるのである。復元された「新建築」があまりにも奇抜な印象を与えたためかも
しれない。しかしながら，このような復元に挑戦することも建築史研究者の重要な仕事の⼀
つであるには違いない。 

同時期には，サン・セバスティアーノ教会堂のモノグラフィー研究書『レオン・バッティ
スタ・アルベルティのサン・セバスティアーノ教会堂』12が出版され，現在も刊⾏中のシリー
ズ『イタリア建築史』の 1400 年代の巻で，アルベルティに⼀章⼤きく割かれた13。サン・セ
バスティアーノ教会堂の個別研究書において，マントヴァの郷⼟史家のリヴィオ・ヴォルピ・
ギラルディーニ (Livio Volpi GHIRARDINI, ?) は教会堂の詳細な実測図 (図 序-7) をもと
に「図像測定学 iconometoria」と⾃⾝が呼ぶ⽅法論で考古学的な建築形態分析を⾏った。こ
の⽅法論は，実測された⼨法と，当時の尺度をもとにサン・セバスティアーノ教会堂のプロ
ポーションの秘密に迫ろうとするもので，これまでのアルベルティ建築研究にはなかった新
たな地平を開拓したといってもよいだろう。共著者であるアルトゥーロ・カルツォーナ 

(Arturo CALZONA, 1950年 -) はアルベルティとゴンザーガ家との書簡や⼟地台帳，⼯事費
の⽀払い記録などを綿密に読み込むことによって，教会堂の建設の実態をあきらかにした。
タヴァーナーの研究が既往研究を巧みに組み合わせることにより成り⽴っている⼀⽅で，建
築の考古学的調査に基づく⼨法数値という⼀次資料と古⽂書館に眠っていた⽂書資料の分析
によりこの記述は成り⽴っている。研究が進むことにより，既往研究をもれなく消化するこ
とと，⼀次史料を精緻に分析することにより，新解釈を産み出すことが求められるようになっ
                                                                                                                                                                      
this most perfect paradise : Alberti, Nicholas V, and the invention of conscious urban planning in Rome, 1447-55, Philadelphia, 
Pennsylvania State University Press, 1974. 加えて，ジョヴァンニ・ルチェラーイとルチェラーイ邸に焦点を当てた，
Giovanni Rucellai ed il suo Zibaldone. Part II: A Florentine Patrician and his Palace, By F. W. Kent, Alessandro Perosa, Brenda 
Preyer, Roberto Salvini and Piero Sanpaolesi, London, The Warburg Institute/University of London, 1981. 

10 Manfredo Tafuri, Ricerca del Rinascimento : principi, città, architetti, Torino, Giulio Einaudi, 1992. とりわけアルベル
ティについては，“‘Cives esse non licere’. Niccolò V e Leon Battista Alberti”, pp. 33-88. この論考は上記のウェスト
フォールの著作に対する反論と⾔える。 

11 Robert Tavernor, On Alberti and the Art of Building, New Haven and London, Yale University Press, 1998. 
12 Arturo Calzona e Livio Volpi Ghirardini, Il San Sebastiano di Leon Battista Alberti (Accademia nazionale virgiliana di 

scienze, lettere e arti ; Classe di lettere e arti ; 2), prefazione di Eugenio Garin, Firenze , Leo S. Olschki, 1994. 
13 Howard Burns, “Leon Battista Alberti”, in Storia dell’architettura italiana IL QUATTROCENTO, a cura di Francesco 

Paolo Fiore, Milano, Electa, 1998, pp. 114-165. 
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た。そのために様々な分野の研究者が協同して作業を進めることが多くなり，2000年以降は
共著書の割合が⾮常に⾼くなった。⼀⽅，『イタリア建築史：1400年代』におけるバーンズに
よる凝縮された記述は，アルベルティの建築研究において最初に⼿にすべき基本⽂献の⼀つ
として広く知れ渡っている。ヴィテルボのピエトロ・ルネンセ邸 (1454 年) がアルベルティ
の⼿によるのではないかという提案など，いくつかバーンズ独⾃の⾒解もみられる。その他，
近年⾏われた修復・修理報告書も⾒逃せない14 (図 序-8，図 序-9)。報告書は，修復の前後の
記録を残すことが⼀番の⽬的ではあるが，副次的に様々な事柄が明らかになることが多い。
それは建物の建設年代や，部材や⽯材の出⾃の特定である。 

以上はおおよそ 2000年頃までの先⾏研究である。研究は 2004年前後をピークにますます
加熱していく。先にも述べたように，新しい史料やアルベルティの著作や建築作品が新たに
発⾒されたために研究の地平が広がったわけではなく，多岐にわたる学者の知⾒を総合した
結果，建築家としてのアルベルティは⼤きな転換を遂げた。 

2004年 10⽉にフィレンツェ，リミニ，マントヴァの三都市で開かれた国際会議，「レオン・
バッティスタ・アルベルティ 建築とパトロネージ」15では，フィレンツェ，フェッラーラ，
ローマとウルビーノ，マントヴァの諸都市におけるアルベルティと君主の関係について論じ
られている。これまで他に⽐べて⼿薄だった，エステ家が君臨していたフェッラーラでのア
ルベルティの活動について⼤きく取り上げられているのが特徴的と⾔えるだろう16。フェッ
ラーラでは，ニッコロ三世騎⾺像の台座 (図 序-10) および，サン・ジョルジョ⼤聖堂の鐘塔 

(図 序-11) がアルベルティの⼿によるものといわれるが，いまだ史料による裏付けはないた
め，論集のそれぞれの論考は仮説を多く含んでいる。フランチェスコ・チェカレッリ 

(Francesco CECCARELLI, ?) による「⼤聖堂鐘塔の建設。ボルソ・デステ統治下のフェッラー
ラにおける⼯匠と注⽂」17は，サンタ・マリア・ノヴェッラ教会堂のファサードの隅部に⾒ら
れる⾓柱と円柱のオーダーの組み合わせとそれぞれの柱頭装飾が，鐘塔のそれとよく似るこ
とを指摘し，その他のアルベルティ建築の柱頭とも⽐較することでアルベルティの影響を確
かめている。さらに，ポアティエのサン・ポルチェール教会堂の鐘塔などのフランス中世建
築ともに似ていることや，スキファノイア宮のフレスコ画のような絵画の中の建築からの影
響なども指摘している。そして，結論としてフェッラーラ⼤聖堂の鐘塔はアルベルティのよ
うな幅広い知識をもった⼈⽂主義者でないと産み出し得なかったのではないかと⾔う。 

チェカレッリがアルベルティ建築を考える上で中世建築をとりあげたように，アルベル
                                                        

14 ルチェラーイ邸の 1995年から 1999年まで⾏われた修復の報告書は，Restaurare Leon Battista Alberti Il caso di 
Palazzo Rucellao, a cura di Simonetta Bracciali, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 2006; Simonetta Bracciari, “Il Cantiere 
di Restauro di Palazzo Rucellai tra Problemi di Conservazione, Manutenzione e Conoscenza, in Leon Battista Alberti Umanista 
e Scrittore Filologia, Esegesi, Tradizione, a cura di Roberto Cardini e Mariangela Regogliosi, Atti del convegno Internazionale 
del Comitato Nazionale VI centenario dalla nascita di Leon Battista Alberti (Arezzo, 24-26 giugno 2004), Edizione Nazionale 
opere di Leon Battista Alberti / Strumenti 3, Firenze, Polistampa, 2 tomi, 2007, Tomo II, pp. 827-867. 1990年から 2000年
までのマラテスタ神殿の報告書は，Il Tempio della Meraviglia gli interventi di restauro al Tempio Malatestiano peril Giubileo 
(1990-2000), a cura di Getty Muscolino e Ferruccio Canali, Firenza, ALINEA, 2007. 

15 国際会議論⽂集は 2009 年に出版された。Leon Battista Alberti: Architetture e Committenti, Atti dei Convegni 
internazionali del Comitato Nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti (Firenze, Rimini, Mantova, 12-16 
ottobre 2004), a cura di Arturo Calzona, Joseph Connors, Francesco Paolo Fiore, Cesare Vasoli (Ingenium, n° 12), Firenze, 
Leo S. Olschki, 2009. 

16 その他にエステ家とアルベルティについては，Leon Battista Alberti, Atti del congresso internazionale Gli Este e 
l’Alberti: tempo e misura (Ferrara, 29 novembre – 3 dicembre 2004), a cura di Francesco Furlan e Gianni Venturi, Pisa/Roma, 
Fabrizio Serra editore, 2010. 

17 Francesco Ceccarelli, “La Fabbrica del Campanile della Cattedrale. Maestri e Committenti a Ferrara nell’Età di Borso 
d’Este, in Leon Battista Alberti: Architetture e Committenti, op.cit. (2009), pp. 305-347. 
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ティが中世建築からどのような影響を受けていたのか明らかにすることは，近年のアルベル
ティ研究の⼤きな流れの⼀つといえるだろう。同じ論集の「レオン・バッティスタ・アルベ
ルティと＜中世＞」18でカルツォーナは，サンタンドレア教会堂に着⽬する。「キリストの⾎」
という聖遺物を⽬当てに多数の巡礼者が訪れていたことから，収容⼈数が多い規模の⼤きい
新しい教会堂を建設することがルドヴィーコ・ゴンザーガの第⼀の⽬的であった。ルドヴィー
コに計画のアイデアを求められた時，アルベルティがロマネスク，ゴシックの⼤聖堂や⼤規
模な教会堂を参照しなかったはずがないという。そして，その設計に反映されている可能性
のある中世建築をクリュニー会の教会建築を中⼼に多く列挙している。とりわけファサード
と⽞関廊についてはラヴェンナのサン・サルヴァトーレ・イン・カルキ教会堂の，全体計画
についてはミラノのサント・セポルクロからの影響を⼤きく取り上げている。そして，「ストゥ
ディア・フマニタティス」は古典古代のみならず，初期キリスト教からビザンティン，ロマ
ネスクからゴシックまでを射程に⼊れていたはずだと締めくくる。この論集の特徴は，アル
ベルティの建築を，彼と交流のあった君主との関係で読み解いていくことである。⼤きな権
⼒を持つ都市国家の建築事業において計画された都市やモニュメントのデザインに関して進
⾔できる⼈物がいたとするならば，アルベルティをおいて他にいないということを，現存す
る数多くの⽂書・図像史料の両⾯から明らかにしようとするものである。 

アルベルティを巡っては，彼のパトロンの中でもローマのパトロン，すなわち教皇ニコラ
ウス五世 (Tomaso PARENTUCELLI, 1397 - 1455年，在位：1447 - 1455年) についての研究
がタフーリの研究以降に数多い19。アルベルティのローマでの活動は詳細には未だわかってい
ない。サント・ステファノ・ロトンド教会堂の修復の仕事はアルベルティによるのかどうか
今でも議論が続いており，教皇によるその他のモニュメント建設や，ローマ復興計画への関
与は不透明なままである。『レオン・バッティスタ・アルベルティのローマ – 15世紀ローマ
にて古代を発⾒した⼈⽂主義者・建築家・芸術家』20では，そのようないくつかの解明される
べき点が，フランチェスコ・パオロ・フィオーレ (Francesco Paolo FIORE, 1946年 -) の「レ
オン・バッティスタ・アルベルティとローマ」21で⼀通り提起される。テーマは，教皇という
絶対的な権⼒のもとで秘書官として活躍したアルベルティを「建築とパトロネージ」という
観点から読み解くことと，眼前に広がる古代ローマの廃墟をアルベルティがどう捉えたかと
いう「アルベルティと古代建築」である。盛期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
                                                        

18 Arturo Calzona, “Leon Battista Alberti e «il Medioevo»”, Leon Battista Alberti: Architetture e Committenti, op.cit. (2009), 
pp. 649-662. 

19 既に挙げたManfredo Tafuri, “‘Cives esse non licere’.”, op. cit. (1992)と，Carroll William Westfall, In This Most perfect 
Paradise, op. cit. (1974) 以外にアルベルティとニコラウス五世については， Charles Burroughs, From signs to design : 
environmental process and reform in early Renaissance Rome, MIT Press, 1990; Idem., "Alberti e Roma", in Leon Battista Alberti 
(1994), pp.134-157; Massimo Miglio, “Nicolò V, Leon Battista Alberti, Roma”, in Leon Battista Alberti e il Quattrocento. Studi 
in onore di Cecil Grayson e Ernst Gombrich, Atti del Convegno internaziolane (Mantova 29-31 ottobre 1998), a cura di Luca 
Chiavoni, Gianfranco Ferlisi, Maria Vittoria Grassi, (Ingenium n° 3), Firenze, Leo S. Olschki, 2001, pp. 47-64; James Lawson, 
“Alberti’s Prologue to Practice as a Church Architect - Alberti and Nicholas V on Architecture and the Practice of Religion in 
the XVth century, in «Albertiana», IV, Leo S. Olschki, 2001, pp. 45-68; Stefano Borsi, Leon Battista Alberti e Roma, (Biblioteca 
della Nuova Antologia, n°7) Firenze, Edizioni Polistampa/Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 2003; Christine Smith and 
Joseph F. O'Connor, Building the Kingdom: Giannozzo Manetti on the Material and Spiritual Edifice, Brepols, ACMRS, 2007. 
Stefano Borsi, Nicolò V e Roma, Alberti, Angelico, Manetti e un grande piano urbano, (Biblioteca della Nuova Antologia, n°31) 
Firenze, Edizioni Polistampa/Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 2009. なお，本論第⼀章，第⼆章も参照されたい。 

20 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. 

21 Francesco Paolo Fiore, “Leon Battista Alberti e Roma”, in La Roma di Leon Battista Alberti, op. cit. (2005), pp. 20-31. 
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クに姿を変えてきた。そのため，アルベルティが⽣きた当時のローマの様⼦や，建設された
モニュメントなどは，いま実際に⽬にすることは難しい。アルベルティの関与が指摘される，
サン・ピエトロ⼤聖堂やトレヴィの泉は，痕跡を探すことさえもはや困難である。そのため
考察の素材となる史料は当時の著述作品と絵画・素描などの図像資料が主である。例えばC. L. 

フロンメルの「ニコラウス五世のサン・ピエトロ⼤聖堂」22では，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年) の『ニコラウス五
世の伝記』の⼤聖堂建設に関する記述が分析対象である。 

2005年の『建築家アルベルティ』23はフランコ・ボルシやタヴァーナーに取って代わるア
ルベルティ建築のモノグラフィー研究書として評価できる。巻頭によせられたジョルジョ・
グラッシ (Giorgio GRASSI, 1935年 - ) の「アルベルティと古代ローマ建築」24は印象批評的
で歴史研究とは⾔い難いが，ルチアーノ・パテッタ (Luciano PATETTA, 1935年- )「理論と実
践。レオン・バッティスタ・アルベルティの建築と思想によせて」25および，リミニ，フィレ
ンツェ，マントヴァと都市ごとに章⽴てされた，それぞれ異なった著者によるテクストは，
2000年頃までの先⾏研究を踏まえ網羅的であり，記述の信頼性が⾼い。建築の細部までよく
わかるカラー写真を多く載せており，これまでのアルベルティ建築研究とは⼀線を画してい
る。アルベルティに帰属しうるか，あるいは少なくともアルベルティの建築の影響を受けて
いる例を積極的に取り上げている姿勢は，フランコ・ボルシやタヴァーナーではあまり⾒ら
れなかった。フィレンツェのピッティ邸のファサード，ウルビーノのドゥカーレ宮，フィエー
ゾレの⼤修道院とメディチ荘，ナポリのカステル・ヌオーヴォ凱旋⾨26 (図 序-12) における
「アルベルティの⼿」を精査している。 

さらに，2006年にはマントヴァの「マンテーニャの家」にて展覧会「レオン・バッティス
タ・アルベルティとその建築」27が開かれ，カタログが出版された。この展覧会は，2004 年
前後に開催された国際会議などの結果を踏まえ，総決算の⽬論⾒のもとで企画された28。カタ
ログに含まれる論⽂数は少ないものの，極めて濃密な成果をとどけてくれる。巻頭論⽂のア
ルナルド・ブルスキ (Arnaldo BRUSCHI, 1928 - 2009年) の「アルベルティと⾮アルベルティ。

                                                        
22 Christoph Luitpold Frommel, “Il San Pietro di Niccolò V”, in La Roma di Leon Battista Alberti, op. cit. (2005), pp. 

103-112. 
23 Leon Battista Alberti architetto, a cura di Giorgio Grassi e Luciano Patetta, Firenze, Banca CR Firenze, 2005. 
24 Giorgio Grassi, “Alberti e l’Architettura Romana”, in Leon Battista Alberti architetto, op. cit. (2005), pp. 9-89. 
25 Luciano Patetta, “Teoria e Pratica. Appunti sul pensiero e sulle Opere di Leon Battista Alberti”, in Leon Battista Alberti 

architetto, op. cit. (2005), pp. 91-151. 
26 『イタリア・ルネサンスの建築』でもこれらの建築とアルベルティの関係が指摘されている。フロンメルの

場合，フィエーゾレの⼀連の建築やカステル・ヌオーヴォの凱旋⾨はアルベルティの建築として扱っている。クリ
ストフ・ルイトポルト・フロンメル著／稲川直樹訳，『イタリア・ルネサンスの建築』，⿅島出版会，2011年, pp. 33-52.
（原書：Christoph Luitpold Frommel, Architettura del Rinascimento Italiano, Milano, Sklira, 2009.）ウルビーノのドゥカー
レ宮については，Luciano Miotto, “L. B. Alberti e il Palazzo di Federico da Montefeltro”, in «ALBERTIANA», VII, Leo S. 
Olsciki, 2004, pp. 41-78, で詳しく論じられている。 

27 Leon Battista Alberti e l’architettura, a cura di Massimo Bulgarelli, Arturo Calzona, Matteo Ceriana, Francesco Paolo 
Fiore, Milano, Silvana, 2006. 

28 先述した「レオン・バッティスタ・アルベルティ 建築とパトロネージ」に加えて，De re aedificatoriaを検討
する発表が多く含まれた，「レオン・バッティスタ・アルベルティ De re aedificatoriaの社会責務」，「レオン・バッティ
スタ・アルベルティ 芸術理論」という国際会議である。前者はマントヴァで 2002 年 10 ⽉に，後者は同じくマン
トヴァで 2003年 10⽉に開かれた。論⽂集が 2007年にオルシュキから出版されている。Leon Battista Alberti teorico delle 
Arti e gli impegni civili del «De Re Aedificatoria», Atti dei Convegni internazionali del Comitato Nazionale VI centenario della 
nascita di Leon Battista Alberti (Mantova, 17-19 ottobre 2002 / Mantova, 23-25 ottobre 2003), a cura di Arturo Calzona, 
Francesco Paolo Fiore, Alberto Tenenti, Cesare Vasoli. (Ingenium n° 9), Firenze, Leo S. Olschki, 2007. 
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絵画と浮き彫りにおける建築表現の中の「アルベルティ」⽂化」29は，アルベルティに続いて
ルネサンス建築史を彩った建築家である，フランチェスコ・ディ・ジョルジョ (Francesco DI 

GIORGIO MARTINI, 1438 - 1502年)，マウロ・コドゥッシ (Mauro CODUSSI, 1440頃 - 1504

年)，ジュリアーノ・ダ・サンガッロ (Giulliano DA SANGALLO, 1445頃 - 1516年)，ドナー
ト・ブラマンテ (Donato BRAMANTE, 1444 - 1514年) を「成熟した⼿法」をもつ「アルベル
ティスタイル」の建築家と定義している。さらに，ヴァティカンのニコラウス五世礼拝堂に
描かれた，フラ・アンジェリコ (Fra’ ANGELICOあるいは Beato ANGELICO, 1395頃 - 1455

年) による⼀連の壁画や，ボッティチェッリ (Sandro BOTTICELLI, 1445 - 1510年) の絵画，
ドナテッロ (DONATELLO, 1386 - 1466年) の《ロバの奇跡》などの建築表現のアルベルティ
的特徴に着⽬することで，なぜブルネッレスキに⽐べて，アルベルティの影響が15世紀後半，
とりわけ 80 年代以降の 20 年間の建築に顕著なのかを明らかにしようとしている。絵画・彫
刻の中の建築表現の分析は取り⽴てて新しいテーマではない。ボルティモアの《理想都市》(図 

序-13)，ウルビーノの《理想都市》(図 序-14)，ベルリンの《理想都市》(図 序-15)と呼ばれ
る有名な透視図法で描かれた都市景観図の帰属問題を扱った研究，およびブルスキと同様に
フラ・アンジェリコによる礼拝堂壁画に描かれた建築舞台のアルベルティの影響を考察した
研究など，クラウトハイマーの⼀連の研究を挙げることが出来よう30。クラウトハイマーの論
考は史料の裏付けを⽋いており，仮説の域を出ていないが，同時代あるいはやや遅れた時代
の芸術家とのアルベルティの影響関係をいま⼀度再検討しようという試みは，近年の研究の
特徴と⾔える。 

このカタログの論集でもう⼀つ取り上げたいのは，マルチェッロ・バルツァーニ（Marcello 

BARZANI, 1962年 -）の「アルベルティ建築の 3次元実測形態図」31である。この論考では，
著者が中⼼となって⾏った実測調査の実態とその⼿法が述べられ，成果図⾯が提⽰されてい
る。それらは，フェラーラ⼤聖堂の鐘塔，ラストラ・ア・シーニャにあるサン・マルティー
ノ・イン・ガンガランディ教会堂，フィレンツェのサンティッシマ・アヌンツィアータ教会
堂，マントヴァのサン・セバスティアーノ教会堂，サンタンドレア教会堂の実測 3D図⾯ (図 

序-16) である。筆者は建築の細部の⼨法等についてはまだ不⼗分であると述べるが，精密な
図⾯であることに違いはない。先に述べたギラルディーニの研究も含めて，綿密な考古学的
調査をもとに得られた実測⼨法をもとにアルベルティの建築を分析する⼿法が，今後必要で
あろう。 
                                                        

29 Arnaldo Bruschi, “Alberti e non Alberti. La Cultura “Albertiana” nelle Architetture Rappresentare in Pitture e Rilievi 
nel Quattrocento”, in Leon Battista Alberti e l’architettura, op. cit. (2006), pp. 32-63. 

30 Richard Krautheimer, “The Tragic and Comic Scene of the Renaissance: The Baltimore and Urbino Panels”, in Studies 
in Early Christian, Medieval, and Renaissance Art, London/New York, UCL Press/NYC Press, 1969, pp. 345-360, Richard 
Krautheimer, “The panels in Urbino, Baltimore, and Berlin Reconsidered”, in Italian Renaissance Architecture from Brunelleschi 
to Michelangelo, Edited by Henry A. Millon, London, Themes & Hudson, 1996, pp. 233-258, Richard Krautheimer, 
“L’Angelico e, forse, Alberti”, in Architettura Sacra Paleocristiana e Medievale e altri Saggi su Rinascimento e Barocco, Torino, 
Bollati Boringheri, 2008, pp. 259-270. 近年フロンメルによってもこの 3つのパネルは再検討されている他，ウルビー
ノでは 2012年に理想都市のパネルに焦点をあてた展覧会が開かれ，カタログも出版されている。Christoph Luitpold 
Frommel, “Le Tavole di Berlino, di Urbino e di Baltimore”, in Architettura e Committenza da Alberti a Bramante, (Ingenium n° 
8), Firenze, Leo S. Olschki, 2006, pp. 338-366, La Città Ideale, l’Utopia del Rinascimento a Urbino tra Piero della Francesca e 
Raffaello, a cura di Alessandro Marchi, Maria Rosaria Valazzi, Milano, Modadori Electa, 2012. なお，絵画に描かれた建築
については現在注⽬の研究テーマでもある。2009 年 12 ⽉にはフランス・パリの国⽴美術史研究所で「描かれた建
築 絵画の中の建築表現（1300−1600）」(Architectura picta La représentation de l’architecture dans la peinture (1300-1600)) 
と題された国際シンポジウムが開かれた。 

31 Marcello Balzani, “Il Rilievo Morfometrico Tridimensionale”, in Leon Battista Alberti e l’architettura, op. cit. (2006), pp. 
178-201. 



序章  アルベルティ研究の展望と問題の所在 

 11 

以上のような最新の研究を受けて，マッシモ・ブルガレッリ（Massimo BULGARELLI, 1958

年 -）は『レオン・バッティスタ・アルベルティ 1404−1472 建築と歴史』32を出版した。こ
れまでに著者が発表した研究論⽂を加筆修正してまとめたモノグラフィー研究書である。建
築理論から建築作品分析まで幅広く扱うものの，フィレンツェとマントヴァでのアルベル
ティについて紙幅を多く割いており，内容にはやや偏りがある。アルベルティの建築理論に
ついて扱われた「装飾」という章は，重要な指摘を含んでいるため本章第 2 節でもう⼀度詳
しく触れたい。建築作品については，とりわけサンタンドレア教会堂の分析に重点が置き，
近年の研究動向を消化したうえで包括的に論じている。それはパトロンや影響関係にあった
⼈⽂主義者や芸術家についての再検討，古代ローマだけではなく，古代ギリシャやビザンツ
帝国から受けた影響についての考察，典礼・儀式と教会堂の形態や平⾯形式との関係性など
も踏まえた記述で，有⽤かつ⽰唆に富む。ヴェネツィアのサン・マルコ⼤聖堂の主⽞関の上
部に聳える⼤アーチと，サンタンドレア教会堂のファサード上部の三⾓破⾵に被さるように
⽴ち上がっている奇妙なアーチ「⼤傘 «l'ombrellone»」(図 序-17, 序-18) との類似を指摘し，
さらに両者の⽞関廊や内部空間との⽐較検討することで，サン・マルコ⼤聖堂の影響を⼤き
く⾒積もった点は新しい視点と⾔えよう。しかしながら，この点に関しては反論も成されて
いる。カルツォーナは先にも述べた論⽂「アルベルティと〈中世〉」33において，とりわけ「⼤
傘」を巡る問題において，ブルガレッリを引き合いに出している。外観から考察すれば，確
かにサン・マルコ⼤聖堂との類似は指摘できるかも知れないが，⾝廊や⽞関廊と⾝廊の接続
部と「⼤傘」の関係や，「⼤傘」についての考古学的調査34を踏まえるなど，考察範囲を広げ
ていくことで，より類似関係にある教会堂建築を幾つもあげることが出来るとカルツォーナ
は指摘し，中世の教会堂を多数取り上げている。 

 

 

 

建築作品研究史に見られる 4つのテーマ 
主に 1972 年以降の既往研究の中から重要な研究を引き出して概説しながら研究史を俯瞰

してきた。現在のアルベルティ建築研究におけるキーテーマと，研究史のパースペクティヴ
がある程度得られたのではないだろうか。20世紀の研究は，基本的かつ包括的な個別研究書
を書くことから始まった。また，プロポーションや⽐例をテーマに建築作品を分析するとい
うウィットコウワーの影響を⼤きく受けた⼿法が多くみられ，未完に終わったアルベルティ
建築の復元図作成が⼤きく取り上げられた。その研究は，1998年のタヴァーナーによるモノ

                                                        
32 Massimo Bulgarelli, Leon Battista Alberti 1404-1472 Architettura e storia, Milano, Electa, 2008. なお本書の下敷きと

なった研究論⽂については，Idem., “Caso e ornamento”, in Casabella, anno LXVII, n° 712, giugno 2003, pp. 42-53; Idem., 
“1450-1471. Roma e Firenze”, in La Roma di Leon Battista Alberti, op. cit. (2005), pp. 150-173; Idem., “Mantova, 1470 e 
dintorni. Alberti, Fancelli, Mantegna”, in Leon Battista Alberti e l’architettura, op.cit. (2006), pp. 120-147; Idem., “Stabili e 
irrequiete : le facciate di Palazzo Rucellai e di Santa Maria Novella”, in Casabella, anno LXX n° 747, aprile 2006, p. 44-55; 
Idem., “Bellezza-ornamento. Rappresentazione, natura e artificio nell’opera di Alberti”, in Leon Battista Alberti teorico delle 
Arti ..., op.cit. (2007), pp. 571-604; Idem., “L’avancorpo di Sant’Andrea a Mantova. Architettura e liturgia”, in Leon Battista 
Alberti, Humanist, Architekt, Kunsttheoretiker, Akten des Kongress (Münster, 29-30 ottobre 2004), hgg. J. Poeschke und C. 
Syndikus, Münster, Rhema, 2008, pp. 279-298; Idem., “Architettura, retorica e storia. Alberti e il tempio etrusco”, in Leon 
Battista Alberti: Architetture e Committenti, op. cit. (2009), pp. 663-684. 

33 Arturo Calzona, "Leon Battista Alberti e «il Medioevo»", in Leon Battista Alberti, op. cit. (2009), pp. 649-662. 
34 Howard Saalman, Livio Volpi Ghirardini, Anthony Law, "Recent Excavations under the "Ombrellone" of Sant'Andrea 

in Mantua: preliminary Report", in «Journal of the Society of Architectural Historians», Vol. 51, No. 4, Dec. 1992, pp. 357-376. 
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グラフが頂点だと⾔えるだろう。同時期には 1998年の『イタリア建築史：1400年代』に含ま
れる，バーンズによるアルベルティ概論のように，21世紀に⼊ってから興味を持たれる研究
テーマの萌芽をみることも出来る。⼤きな枠組みで捉えるならば，研究テーマの設定や，⼿
法に関してはこの段階でほぼ出尽くしているように思える。近年の研究の傾向は既に提⽰さ
れた問題点やテーマの中からまだ追求すべきものに集中するようになったのである。それを
⼤きく分類するならば，次の 4点に収斂すると考えられる。 

 

A. パトロン，社会史 

B. アルベルティ作品の同定 

C. 最新の科学技術による分析 

D. 中世との繋がり 

 

A, B, C, については共通する問題意識がある。我々が気軽にアルベルティの建築と呼ぶ作
品について，アルベルティの意図はその建築にどれだけ表れているのか，簡単にアルベルティ
作と呼んでいいのかと再検討することである。それと同時に，アルベルティ作ではないかと
思われる建築を数多くリストアップし，検証する作業も含まれている。これらはいずれも，
扱う資料の幅を広げ，様々な分野の研究者と協同することによって可能になった。 

ベルナルド・ロッセリーノ (Bernardo ROSSELLINO, 1409 - 64年) やマッテオ・デ・パ
スティ，ルカ・ファンチェッリ (Luca FANCELLI, 1430年頃 - 1494年 (1502年とも⾔われ
る) ) という建設現場の監督の役割や，ニコラウス五世，ジョヴァンニ・ルチェラーイ，シジ
スモンド・マラテスタという⼀連のパトロン達の計画への影響⼒を⾒直す (A)。ナポリのカ
ステル・ヌオーヴォ凱旋⾨やフィエーゾレのヴィッラ・メディチがアルベルティに帰属する
のではないかというフロンメルの仮説に代表されるように35，⽂書資料だけでなく素描，彫刻
家，同時代の芸術家の作品群など視覚資料を駆使し，いくつかの建築におけるアルベルティ
の影響を指摘する (B)。最先端の解析技術を取り⼊れ，構造・材料の観点から作品を眺める
ことによって，建物の建設順序やその年代を推定する (C)。そして，本論とも密接に関わる
のが，(D) であり，「アルベルティと中世」というテーマである。ルネサンスは古典古代の復
興運動であり，「暗⿊の中世」と中世を否定した時代とまで⾔われてきた。その⾒⽅に修正を
迫るべく，近年の研究は中世的⾊彩が豊かなアルベルティ像を描き出そうとしてきた。中世
との連続性を指摘することは，ルネサンスにおけるキリスト教⽂化・思想の影響の深さを⽰
すことであり，アルベルティにおいては，それらが著作や建築作品にいかに表れているかと
いうことである。すでに⾔及したカルツォーナの研究以外に，「サンタ・マリア・ノヴェッラ
教会堂における神学と幾何学」36などを挙げることができる。アンスティは，アルベルティの

                                                        
35 Chritoph Luitpold Frommel, “Alberti e la porta trionfale di Castel Nuovo a Napoli”, in «Annali di architettura», XX, 

2008, pp. 13-36; Idem., “Villa Medici a Fiesole e la Nascita della Villa Rinascimentale”, in Architettura e Committenza da 
Alberti a Bramante, op. cit. (2006), pp. 43-78. フィエーゾレのヴィッラ・メディチについてはその他に，Donata Mazzini 
e Simone Martini, Villa Medici a Fiesole e Leon Battista Alberti e il prototipo di Villa Rinascimentale, Firenze, Centro Di, 2004; 
Gabriere Morolli, “Il Cubo Pitagorico sulla Roccia Evangelica. La Villa Fiesolana di Giovanni de’Medici tra Rossellino e 
Alberti”, in Leon Battista Alberti Umanista e Scrittore Filologia, Esegesi, Tradizione, a cura di Roberto Cardini e Mariangela 
Regogliosi, Atti del convegno Internazionale del Comitato Nazionale VI centenario dalla nascita di Leon Battista Alberti 
(Arezzo, 24-26 giugno 2004), Edizione Nazionale opere di Leon Battista Alberti/Strumenti 3, Firenze, Polistampa, 2 tomi, 
2007, Tomo II, pp. 869-923. 

36 Tim Anstey, “Theology and Geometry in the Façade of S. Maria Novella, in «ALBERTIANA» VI, Leo S. Olschki, 
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キリスト教理解や，神学についての深い知識がサンタ・マリア・ノヴェッラ教会堂のファサー
ドに⾒事に表れていると指摘した。 

本論では，様々なテクストの読解を通してアルベルティとローマ教皇（庁），アルベルティ
と聖書，キリスト教⽗の著作など，アルベルティとキリスト教世界との関連性を指摘してい
る。教皇を取り上げることは，「建築とパトロン」研究へもつながる。本論のように建築作品
分析をほとんど取り⼊れていない建築史的研究が，作品分析を中⼼とする建築史分野におけ
るアルベルティ研究に寄与するところがあるとするなら，著述と建築創作との間のアナロ
ジーを指摘していることである。それはとりわけ本論第三章に表れている。 

アルベルティは De re aedificatoriaを著すことで，君主たちの建築アドバイザーとしての地位
を獲得し，⼈⽂主義的教養を武器に建築設計に携わっていく。その点で，ブルネッレスキや
ブラマンテのように芸術に慣れ親しむなかで建築創作にも⼿を染めていった⼤多数の建築家
とは違い，アルベルティは特異な⽴場にある。第三章で扱うジャンノッツォ・マネッティは，
1436年に完成したフィレンツェのドゥオーモや，ニコラウス五世が再建を試みたサン・ピエ
トロ⼤聖堂について，様々な寓意や⽐喩を駆使した雄弁な建築的描写を残している。建築的
描写とは，建築や都市の空間や建築装飾についての修辞的な⽂章による⽣き⽣きとした描写
を指す。このテクストは，当時の⼈⽂主義者や君主がいかに建築を受容し，表現，あるいは
構想していたのかを明らかにしなければ，初期ルネサンス建築の総体が明らかにならないこ
とを語っている。クリスチャン・スミスは，アルベルティやマヌエル・クリュソロラス(Manuel 

CHRYSOLORAS, c.1315-1415) の建築的描写を読み解くことで，修辞学理論にもとづいた建
築的描写が初期ルネサンス建築の構築法と近接していることを明らかにした37。古代以来，⽂
章の作成を建築・空間の構成との類似でとらえる強固な伝統があったことは忘れられてはな
らない。建築的描写は修辞学と建築創作の通底を明らかにするため，テクストの⼈であった
アルベルティの建築実践の解明にも結びつく。少数の知的エリートのなかで育まれたテクス
トによる建築創作という⽂脈においてこそ，アルベルティの建築・⽂芸活動が有機的かつ⽭
盾なくとらえられるのではないだろうか。 

  

 

 

 

 

De re aedificatoria 研究史 
本論において最も重要なのはタイトルから明らかなように De re aedificatoriaである。すでに

30 年前に邦訳が出版されており，アルベルティの『建築論』として流布している38。De re 

aedificatoria は建築史・建築論からの分析に留まらず，⽂学・哲学・⾔語学など様々な分野を

                                                                                                                                                                      
2003, pp. 27-50. なお，De re aedificatoriaにみられる中世の影響に関する研究については次節で詳しく取り上げる。 

37 Christine Smith, Architecture in the Culture of Early Humanism Ethics, Aesthetics and Eloquence 1400-1470, New 
York/Oxford, Oxford University Press, 1992. 

38 1966 年のオルランディによるイタリア語翻訳のタイトルは“L’architettura”『建築』である。その他の各国後
翻訳は⽇本語にすると『建築術』に近い訳を De re aedificatoriaにつけている。福⽥晴虔⽒は「強いて（「建築論」
とは）違う語を拾い出すとすれば「構築術」（あるいは「建築学」」とでもすればよいであろうか。」と述べてい
るが，著書『アルベルティ』においては，De re aedificatoiraの表記で通している。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, p.21. 
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専⾨にする研究者によって何度も読みかえられてきた。本節では，De re aedificatoriaの執筆背
景やこれまでの伝播について簡単に記した後に，20世紀以降の De re aedificatoria研究について
整理し，研究史における本研究の位置づけと⽬論みについて述べていく。 

 

 

 

De re aedificatoria の現在までの伝播 
De re aedificatoriaの執筆は，リオネッロ・デステ (Lionello d’ESTE, 1407 - 1450) の要望，そ

れもウィトルーウィウス (Marcus Vitruvius Pollio, B.C. 90年頃 - 20年頃) のDe architectura libri 

decem (以後，『建築⼗書』とする) の注解を依頼されたことによって 1443年頃始められ，ニコ
ラウス五世に 1452 年に献呈された，というのが⼀般的な⾒⽅である。そして 1472 年にアル
ベルティが没するまで何度も⼿を⼊れられ，修正を加えられたと⾔われる。⼗書構成で各書
題は，第⼀書「輪郭線」«lineamenta»，第⼆書「資材」«materia»，第三書「諸⼯事」«opus»，
第四書「公共施設」«universorum opus»，第五書「各種施設」«singulorum opus»，第六書「装
飾」«ornamentum»，第七書「宗教関係の装飾」«sacrorum ornamentum»，第⼋書「世俗公共関
係の装飾」«publici profani ornamentum»，第九書「私邸の装飾」«privatorum ornamentum»，第
⼗書「修復」«operum instauratio»である。1485年にフィレンツェでアンジェロ・ポリツィアー
ノ (Angelo POLIZIANO, 1454-94) のロレンツォ・デ・メディチ (Lorenzo DE’ MEDICI, 1449 

- 92) への献辞を加え，出版された39のを⽪切りに，現在までラテン語，各国語訳含め 20を数
えるものが出版されている。コジモ・バルトリ (Cosimo BARTOLI, 1503 - 72) によるイタリ
ア語訳40，ジャン・マルタン (Jean MARTIN, ? - 1553) によるフランス語訳41，ジェームズ・
レオーニ (James LEONI, 1686 - 1746) による英語訳42が近世・近代では著名である。De re 

aedificatoria の 1900 年以降の現代語訳としては，1912 年のドイツ語訳43，1935-37 年のロシア
語訳44，1956年のチェコ語訳45，1960年のポーランド語訳46，1966年のイタリア語訳47，1982

                                                        
39  Leon Battista Alberti, Leonis Baptiste Alberti De re aedificatoria incipit lege feliciter, Florentiae , Impressum Nicolai 

Laurentii, 1485. なお，当時のフィレンツェは 3 ⽉ 25 ⽇の「受胎告知の⽇」元⽇としていたため，現在の⻄暦では
1486年となる。そのため出版年を 1486年と記す場合もある。 

40 Leon Battista Alberti, L'architettura di Leon Battista Alberti Tradotta in Lingua Fiorentina da Cosimo Bartoli, Venezia, 
1565. 

41 Leon Battista Alberti, L’Architecture et Art de bien bastir du Seigneur Leon Bapstiste Albert, Gentilhomme Florentin, divisée 
en dix livres, traduicts de Latin en Françoys, par deffunct Jan Martin, Parisien, nagueres Secretaire du Reverendissime Cardinal de 
Lenoncourt, Paris, Jacques Kerver, 1553. フランス・トゥールのルネサンス⾼等研究センターはルネサンス以降の建築書
を数多くデジタルデータ化しオンライン公開している。“Architectura - Architecture, textes et images XVIIe - XVIIIe 
siècles -”にて本書も読むことができる。参照：http://architectura.cesr.univ-tours.fr/traite/Notice/CESR_4781.asp) 

42 Leon Battista Alberti, The Architecture of Leon Batista Alberti. Translated into Italian By Cosimo Bartoli, and into English 
By James Leoni, Architect. Illustrated with Seventy-five Copper-Plates, Engraved by Mr. Picart, London, Edward Owen, 1775. 
(Reprint: Leon Battista Alberti, The Ten Books of Architecture Leon Battista Alberti The 1755 Leoni Edition, New York, Dover, 
1986.) ただしこれはバルトリが翻訳したイタリア語からの重訳である。 

43 Leon Battista Alberti, Leon Battista Alberti Zehn Bücher über die Baukunst, hgg. Max Theurer, Wien und Leipzig, H. 
Heller, 1912. 

44 Леон Баттиста Альберти (Leon Battista Alberti), Десять книг о зодчестве (Desyat’ Knig o zodchestve), Василий 
Павлович Зубов (Vasilij Pavlovič Zubov), Москва, 1935-1937. 

45 Leon Battista Alberti, Deset knih o stavitelství. Přel. A. Otoupalík, Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, 1956. 
46 Leon Baptysta Alberti, Ksiag dziesiec o Sztuce Budowania, Przekł. I. Biegańska, Warszawa, Paustwowe Wydawnictwo 

Naukowe, 1960. 
47 Leon Battista Alberti, L’architettura (De re aedificatoria), Testo latino e traduzione a cura di Giovanni Orlandi, 

Introduzione e note di Paolo Portoghesi, Milano, Polifilo, 1966. 
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年の⽇本語訳48，1988 年の英語訳49，2004 年のフランス語訳50，2010 年のイタリア語訳51の 9

つが出版されている。 

ジョヴァンニ・オルランディ（Giovanni ORLANDI, ?）による綿密な校訂に基づいた羅伊
対訳版が 1966年に出版されたことで，テクストが研究者の間に広く⾏き渡ることになり，De 

re aedificatoria研究は⼤きな発展を遂げたといえる。また，これとあわせて必携の書である『ア
ルベルティ・インデックス』52が，1975 年にハンス＝カール・ルーケ (Hans-Karl LÜCKE, 

1927-2009) により出版されている。これは 1485年出版の De re aedificatoriaのファクシミリ版
と De re aedifictoriaの全単語の索引（3巻組）からなる 4巻の出版物である。 

では，具体的にどのように De re aedificatoriaが読まれてきたのか，前節と同じように研究史
を俯瞰していく。 

 

 

 

研究史のパースペクティヴ 
まず⼤きな影響⼒を持ったのは，セシル・グレイソン (Cecil GRAYSON, 1920-1998) の

1960 年に発表された論⽂「レオン・バッティスタ・アルベルティの⼗書からなる De re 

aedificatoriaの構成について」53である。彼は De re aedificatoriaがいつから書き始められ，いつ頃
書き終えられたのか，第⼀書から第⼗書までまとまって書かれたのか，それとも執筆時期は
各書ばらばらなのか，という問いを⽴てている。アルベルティの他の著作，同時代の⼈⽂主
義者たちのテクストや，いくつか残る De re aedificatoriaの写本の異同を綿密に調べ上げた結果，
時期はある程度特定された。例えば，第五書は 1447 年に，第⼗書は 1452 年の 1 ⽉までには
出来上がっていたとグレイソンは⾔う。すでに述べたように，1443年から 1452年にかけてア
ルベルティは De re aedificatoriaをほぼ書き上げたというグレイソンの⾒解が De re aedificatoriaの
執筆年代の⼀般的理解である。 

次に重要なのは，『建築⼗書』との⽐較を論じたクラウトハイマーの「アルベルティとウィ
トルーウィウス」54という論⽂である。De re aedificatoriaの中でウィトルーウィウスの名前は何
度も登場し，アルベルティにとってそのテクストは賞賛だけでなく，⼿厳しい批判の対象に
もなるほど⼤きな存在であった。クラウトハイマーは，ウィトルーウィウスとアルベルティ
を⽐較検討する時に，ウィトルーウィウスの有名な三原則「強・⽤・美 «firmitas», «utilitas», 

«venustas»」を物差しにした。それぞれの建築書の第⼀書から第⼗書が，どの原則に基づいて，
記述されているかを分類したのである。その結果，『建築⼗書』では，«firmitas», «utilitas», 

                                                        
48 レオン・バッティスタ・アルベルティ, 『建築論』, 相川浩訳, 中央公論美術出版, 1982. 
49 Leon Battista Alberti, On the Art of Building in Ten Books, Translated by Joseph Rykwert, Neil Leach, Robert Tavernor, 

Cambridge (US), MIT Press, 1988. 
50 Leon Battista Alberti, L’art D’édifier, texte traduit du latin, présenté et annoté par Pierre Caye et Françoise Choay, 

Paris, Seuil, 2004. 
51 Leon Battista Alberti, L'arte di Costruire, a cura di Valeria Giontella, Bollati Boringhieri, 2010. 
52 Hans-Karl Lücke, Alberti index: Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, Florenz 1485 : Index verborum,, Munchen, 

Prestel, 1975. 
53 Cecil Grayson, “The Composition of L. B. Alberti‘s «DECEM LIBRI DE RE AEDIFICATORIA», in «Münchner 

Jahrbuch der blidenden Kunst”, s. 3, XI, 1960, pp. 152-161. (Cecil Grayson, Studi su Leon Battista Alberti, a cura di Paola Claut, 
(Ingenium n° 1), Firenze, Leo S. Olschki, 1998, pp. 173-192.) 

54 Richard Krautheimer, “Alberti and Vitruvius”, The Renaissance and Mannerism, Studies in Western Art, Acts of The 
Twentieth International Congress of The History of Art, Volume 2, Princeton, Princeton University Press, 1963, pp. 42-52. 
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«venustas»がその構造の規範として作⽤しておらず，それぞれの書を三原則にうまく分類する
ことはできないと指摘した。⼀⽅の De re aedificatoriaは第⼀書を全体の導⼊と定義と考えて，
第⼆書・第三書を«firmitas»，第四書・第五書を«utilitas»，第六書から第九書までを«venustas»

に分類することができると述べた。三原則はアルベルティによって解釈，再構成されて，De re 

aedificatoriaに取り込まれたのである。また，『建築⼗書』をベースしながら，その誤りを修正
し，新たな情報を書き加えながら，三原則を規範に内容を組み替えることで，偉⼤なる建築
書を De re aedificatoria として甦らせることをアルベルティは⽬的としていたとクラウトハイ
マーは指摘した。なお，ウィトルーウィウスとアルベルティについては本論第四章の De re 

aedificatoria第⼗書解題を参照されたい。 

1966年に出版されたオルランディの校訂・訳による De re aedificatoria羅伊対訳版にはパオ
ロ・ポルトゲージ (Paolo PORTOGHESI, 1931 -) による解説と注記が付された55。ポルトゲー
ジは，De Pictura, De Iciarchia, Della Famiglia, Momus56, などアルベルティの他の著作も読み解きな
がら，De re aedificatoriaに迫ろうとしている。とりわけ，De Iciarchia『⾸⻑論』は何度も引⽤さ
れる。ポルトゲージの主眼は，De re aedificatoriaの構成やその構造を捉えることや，«firmitas», 

«utilitas», «venustas»を再検討することではなく，アルベルティの建築美学をいくつかのキー
ワードをもとに明らかにすることである。それをポルトゲージは«ragione»と«opinione»という
⼆極の中で«mediocritas»を選び取ることであるという。ここでいう«ragione»は「理論」，
«opinione»は「好み」，«mediocritas»は「中庸」と訳せるだろう。ポルトゲージは「理論」と「好
み」は「良い」と「悪い」のような対義語であり，「理論」は確かで永続的なものである⼀⽅，
「好み」は不確かで曖昧なものであると指摘し，「中庸」を建築の形式において達成するため
の概念として«concinnnitas»を挙げている57。 

クラウトハイマーの«firmitas», «utilitas», «venustas»に従った内容分類に対して，フランソ
ワーズ・ショエは«nécessité»「必要性」，«commodité»「ふさわしさ・便利性」，«plaisir esthétique»

「美的快楽」という三原則を提起し，第⼀書から第三書までを«nécessité»に， 第四書，第五
書を«commodité»に，第六書から第九書までを«plaisir esthétique»に分類できると述べている58。
ショエによれば，«nécessité»はウィトルーウィウスの«soliditas»と«firmitas»にあたり，建築が
構造的⽔準を満たすことと，⼈間の欲求にかなうことを意味している。«commodité»はウィト
ルーウィウスの«utilitas»と重なりつつも，それよりも快適・便利という意をもつ«commoditas»

や«usus»に近いという。また«plaisir esthétique»はラテン語で«voluptas delectatio»で表現できる
と述べている59。このように，ショエはウィトルーウィウスの三原則すらもアルベルティが読

                                                        
55 “Introduzione di Paolo Portoghesi”, in L’architettura, op. cit. (1966), pp. XI - XVVII 
56 De pictura および Della Famiglia についてはそれぞれ『絵画論』，『家族論』として邦語訳も出版されており，

特別説明を必要としないだろう。参照：レオン・バッティスタ・アルベルティ, 『家族論』, 池上俊⼀／徳橋曜 訳, 
講談社 2010; アルベルティ, 『絵画論』, 前掲書 (2011)。Momusについては本論第⼆章を参照されたい。De Iciarchia
は訳すと『⾸⻑論』であり，1468 年から 70 年にかけて書かれたと⾔われ，アルベルティ最晩年の作である。扱わ
れるテーマは『家族論』と⾮常に近く，いかに家を統治するかということである。なお，ここでアルベルティが主
張する「中庸」«mediocritas»の概念は，De re aedificatoriaにおいても⾮常に重要であるとポルトゲージは述べている。 

57 「理論」と「好み」については，Leon Battista Albertii, L'architettura, op. cit. (1966), p. XXV. 
58 Françoise Choay, “DE RE AEDIFICATORIA. Alberti ou Le Désir et Le Temps”, in La règle et le modèle. Sur la 

théorie de l’architecture et de l’urbanisme, Paris, Seuil, 1996, pp.90-170. (初版は 1980年で，96年に改訂版が出版された。) な
お，この書において 2節分が割かれているウィトルーウィウスとアルベルティについては，Françoise Choay, ”Alberti 
and Vitruvius”, in « Architetural Design », vol 49, No 5-6, 1979, pp. 26-35. で取り上げられている内容とほぼ同⼀である。 

59 De re aedificatoriaに«delectatio»はでてこないが動詞形の«delectare»はアルベルティが⾃⾝の「美学」を説明する
上で多⽤され，それよりもやや弱い意味で«amoenitas»も良く⽤いられるとショエは⾔う。Françise Choay, La règle et le 
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みかえていることを強調している。またさらに，いくつかの原理 (axiome) を設定し，De re 

aedificatoria の構造を明らかにしようとしている。その解釈は独特かつ極めて思弁的であり，
以下のようなダイアグラムで説明される。 

 
(“Annalyse de la Construction du De re aedificatoria”, in Françoise Choay, La règle et le modèle. op. cit. (1996), p. 351.) 

 

ショエもウィトルーウィウスとの⽐較を持ち出すが，『建築⼗書』が De re aedificatoriaに果たし
た役割をクラウトハイマーよりも⼩さく⾒積り，アルベルティの独⾃性を強調する。建築理
論の創始者という地位をアルベルティに与えているのだ。『建築⼗書』と De re aedificatoriaは⼀
⾒似た構造をもつ建築書ではあるが，それぞれ本質的に決定的に違うという主張はリクワー
トにみられる60。彼は，ウィトルーウィウスは過去の建築や著作を振り返って，いかに建築が
⽣産されてきたかを述べる⼀⽅で，アルベルティは過去の資産をもとに今後いかに建てるべ
きかを問うている点が決定的に違うと述べている。ウィトルーウィウスは『建築⼗書』でもっ
て建築理解を⽰し，皇帝のパトロネージを獲得する狙いがあった⼀⽅で，アルベルティは都
市国家の君主であったリオネッロ・デステに『建築⼗書』執筆を依頼されたというそれぞれ
の出発点の違いもまたそこに反映されている。 

1988年出版の De re aedificatoria英語訳版の序⽂において，訳者のひとりでもあるリクワー
トは，De re aedificatoriaの執筆⽬的とその書の対象が誰だったのか明らかにしようとしている。
当時の君主や教皇とアルベルティ関わりについて多くを語るものの，De re aedificatoriaの内容
には踏み込んでいない。しかしながら，『紙の宮殿』61におけるアルベルティ論ではより饒⾆
                                                                                                                                                                      
modèle, op. cit. (1996), p.93. 

60 “Introduction of Joseph Rykwert”, in On the Art of Building in Ten Books,, op. cit. (1988), pp. ix - xxi. 
61 Joseph Rykwert, “Inheritance or Tradition”, in «Architetural Design», vol 49, No 5-6, 1979, pp. 2-6. このリクワート

の主張は，「レトリックとしての理論：理論と実践におけるレオン・バッティスタ・アルベルティ」でも繰り返さ
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である。De re aedificatoriaの⾮常に優雅かつ洗練されたレトリカルな⽂体に着⽬し，当時の教
養⾼き貴族や⼈⽂主義者たちの間では，古典古代の傑作を思い起こさせるような⽂学作品と
して読まれたのではないかと指摘し，ウィトルーウィウスではなくキケローの影響が De re 

aedificatoria には⾒てとれると述べている。また，リクワート⾃⾝建築家であるゆえか，建築
設計論としてDe re aedificatoriaを捉えているようであり，De re aedificatoriaと建築実作の関係性，
つまりアルベルティの理論と実践の関係について，多くページが割かれている62。 

邦訳を担った相川浩⽒ (Hiroshi AIKAWA, 1924年 - ) は，De re aedificatoriaからアルベル
ティの建築設計・制作の理論を読み解くことに専念しているように思える。その意味におい
て，リクワートの⽴場に近いと⾔え，相川⽒の主要な関⼼は，アルベルティがデザインする
上で拠り所とした美的理論に関する概念の解明である。邦訳には詳細な解説は⾒られないが，
論⽂や著書を紐解いてみると，相川⽒は，«lineamentum», «ratio», «concinnitas»など，アルベル
ティの造形概念を形づくるキーワードを抽出し，⽤例を辿りながら，その概念について検討
されている。とりわけ，「ウィトルーウィウスとアルベルティの建築造形に関する主要概念」
63で描き出した造形概念分析は，両者の建築書を制作上の「建築論」として読むという姿勢の
ために，留保しなければならない点はあるが，ウィトルーウィウスとアルベルティの⽐較考
察の系譜の中で抑えておかなければならない研究成果である。 

クルフト (Hanno-Walter KRUFT, 1938 - 1993年) の『ウィトルーウィウスから今⽇までの
建築理論の歴史』64では，これまで紹介した議論に加えて，「多様性」«varietas»という概念に
注⽬している。アルベルティは古代建築や叙述作品を研究することによって，建築の形態を
⽀配する数学的⽐例に気づいた。しかし古代建築は，型にはまった規範的なプロポーション
によって統⼀されているのではなく，そこには様々な「多様な形式」があったことも⾒抜い
ていた。De re aedificatoria第四書第 1章で読み取れるように，アルベルティはウィトルーウィ
ウスの«utilitas»を«necessitas»「必要性」,«opportunitas»「⽬的性」，«voluptas»「享楽」三つに
再構成しており，それぞれを満たすべく建築は多様な形態をとるべきだと述べている。「多様
性」はアルベルティの建築理解をあらわにする概念であると指摘したのは，クルフトが初め
てではない65。キケローの修辞学理論においても重要な位置を占める「多様性」は，アルベル
ティのキケロー受容という別の⼤きな問題につながり，De re aedificatoria 研究の中で関⼼を
持って語られていくことになる。 

                                                                                                                                                                      
れた。Joseph Rykwert, “Theory as Rhetoric: Leon Battista Alberti in Theory and in Practice”, in Paper Palaces - The Rise of the 
Renaissance Architectural Treatise - , Edited by Vaughan Hart with Peter Hicks, New Haven and London, Yale University Press, 
1998, pp. 33-50. 

62  De re aedificatoria を建築設計理論と捉える⾒⽅はタヴァーナーのモノグラフィー研究書でもみられる。
Robert Tavernor, On Alberti ..., op. cit. (1998). 

63 相川浩, 「ウィトルーウィウスとアルベルティの建築造形に関する主要概念」, 『⽇本建築学会論⽂報告集』
第 318号, 昭和 57年 8⽉, pp. 149-155. 以下の 2冊の著書では，その他も含めた相川の主要論⽂の内容がまとめて論
じられている。なお，その他論⽂の書誌情報については巻末の参考⽂献を参照されたい。相川浩, 『建築家アルベ
ルティ：クラシシズムの創始者』, 中央公論美術出版, 1988. 相川浩，『⽐較建築論—利休とアルベルティの作意—』, 
中央公論美術出版, 2003. (アルベルティに関しては，とりわけ，pp. 79-114: pp. 200-233: pp. 286-402.) 

64 Hanno-Walter Kruft, “Leone Battista Alberti”, in A History of Architectural Theory from Vitruvius to The Present, 
Translated by Ronald Taylor, Elise Callander and Antony Wood, New York, Princeton Architectural Press, 1994, pp. 51-65. 
(原書は，Hanno-Walter KRUFT, Geschichte der Architekturtheorie: Von der Antike bis zur Gegenwart, München, Verlag C. H, 
Beck, 1985.) 筆者は内容を未確認であるが，最近邦訳が出版された。ハンノ・ヴァルター・クルフト／竺覚暁 訳, 『建
築論全史 古代から現代までの建築論事典』, 全⼆巻, 中央公論美術出版, 2009-2010. 

65 例えば，Martin Gosebruch, “Varietas” bei Alberti und der wissenschaftiche Renaissancebegriff, in « Zeitschrift für 
Kunstgeschichte », XX, 1957, pp. 229-238. 
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例えば，ジョン・オナイアンズ (John ONIANS, 1942年-) は『建築オーダーの意味』66に
おいて，キケローの『義務について』De Officiis (紀元前 44年頃)の構造を De re aedificatoria に
適応することで，アルベルティは建築に倫理的かつ社会的な価値を付加したと述べている。
キケローが『義務について』で論じた「道徳的な適切さ」が建築の「美的な適切さ」に取っ
て代わっており，この「適切さ」こそがアルベルティの建築理論の根幹を成しているという
のである67。そして，「適切さ」はキケローが⽤いた«decorum»という語で置き換えられる。し
かしながら，ウィトルーウィウスの理論⾃体がそもそもその多くをキケローに依拠している
とオナイアンズは指摘し，その倫理的論調をキケローの影響のみで語ろうとはせず，やはり
『建築⼗書』が De re aedificatoriaの基礎になっていると述べている。オナイアンズはもう⼀点，
De re aeidificatoriaの特徴を強調している。フラバヌスやイシドールスから連なる中世の伝統の
もとに，ウィトルーウィウスが提⽰した素材をアルベルティはキリスト教化することを⽬的
としており，De re aedificatoriaには⽤語の選択や建築に関する個々の知識についてキリスト教
の伝統が根付いていることである。 

ルーケは 1994 年に「アルベルティ，ウィトルーウィウスとキケロー」という論考を発表
する68。結論から⾔ってしまえば，キケローとアルベルティの親和性は極めて⾼く，アルベル
ティにとってキケローはウィトルーウィウスを咀嚼する時の，まさにチチェローネ (⼿引き
書) であったということである。アルベルティは『建築⼗書』を解釈し，再⽣する時にキケ
ローの論述⼿法を借りてきたのである。ルーケは『アルベルティ・インデックス』の編纂を
担っていることからも想像できるように，⾔語学的研究⼿法で三者のテクストを分析してい
る。議論の対象をウィトルーウィウスとアルベルティの美的概念を表す語に限っているため
であろうか，『建築⼗書』は第⼀書から第四書のみが，De re aedificatoriaは第六書から第九書の
みが扱われている。ウィトルーウィウスの«symmetria»や，アルベルティの«pulchritudo»や
«ornamentum»を分析の対象としている69。対象範囲は限られているものの，⽤語法にまで注
意しながらアルベルティとキケローについて詳しく考察されたのはおそらく初めてである。
ウィトルーウィウスの美的理論の本質的な要素をアルベルティが受け継いだことは間違いな
いが，アルベルティはそれを別の⽅法で表現しているために，両者の⽤語法が違うのだとルー
ケは指摘する。また，«pulchritudo»や«ornamentum»の源流をキケローの『弁論家について』
に⾒いだしている。建築における«membrum»は弁論における«verbum»であり，«ornamentum»

は«vox»であるというように，その影響関係を明らかにしている。 

総括すると，De re aedificatoriaの切り⼝は次の 3つのタイプに分類される。 

 

I. De re aedifitacoriaのモデルを，ウィトルーウィウスの『建築⼗書』に置き，両者を⽐較検討
する研究70 

                                                        
66 ジョン・オナイアンズ, 『建築オーダーの意味：古代・中世・ルネサンスの古典オーダー』, 監訳：⽇⾼健

⼀郎, 中央公論美術出版, 2004. とりわけアルベルティについては，pp. 161-174. (原著: John Onians, Bearers of Meaning 
-The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance-, Princeton University Press, 1988). 

67 アルベルティの「適切さ」については，本論第五章を参照されたい。 
68 Hans-Karl Lücke, “Alberti, Vitruvio e Cicerone”,in Joseph Rykwert e Anne Engel (a cura di), op. cit. (1994), pp. 70-95 
69 «pulchritudo»と«ornamentum»については，Hans-Karl Lücke, “Ornamentum, Resoncidered - Observation on Alberti’s 

De re aedificatoria Libri Decem”, in «Albertiana», VII, Leo S. Olschki, 2004, pp. 99-113, にて再検討されている。 
70 Richard Krautheimer, “Alberti and Vitruvius”, op.cit. (1963), pp. 42-52; John Onians, Bearers of Meaning, op.cit. (1988), 

pp. 147-157; Hanno-Walter Kruft, “Leone Battista Alberti”, in A History of Architectural Theory from Vitruvius to The Present, 
Translated by Ronald Taylor, Elise Callander and Antony Wood, New York, Princeton Architectural Press, 1994, pp. 51-65. 
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II. 構造主義や⾔語理論に基づいた哲学的な分析71 

III. キケローを代表とする修辞理論をモデルに構築された建築理論としての De re aedificatoria

という⾒解72 

 

次に，ここ 15 年ほどの近年の研究の潮流を紹介していく。その傾向は，上にまとめた 3

つのタイプの研究を総括しつつ，アルベルティの著作や古典古代だけでなく教⽗や聖書も含
めたテクストを幅広く⾒渡して，間テクスト性に着⽬しながら，De re aedificatoriaを解釈する
ための新たな視点を設定しようとしているように思える。 

カロリーン・ファン・エック (Caroline VAN ECK, 1959年 - ) は 1998年，「De re aedificatoria 

の構造の再考察」73という論⽂を発表する。クラウトハイマーの論⽂「アルベルティとウィト
ルーウィウス」における，『建築⼗書』と De re aedificatoriaの構造⽐較分析図を取り上げて，そ
れに批判を加えながらファン・エックは論を展開する。その批判は第⼗書が De re aedificatoria

のなかでいかなる位置づけを得るのかという本論の意義にも⾮常に密接に関わっている。ク
ラウトハイマーは第⼗書を「付け⾜し」とし，ショエは「ガラクタ⼊れ」，クルフトは「結論」
と述べる。オナイアンズにいたっては第⼗書へはまったく⾔及しない。第⼗書を含めた全⼗
書を，ある⼀貫した論理構造のもと De re aedificatoriaを読み解いたことはこれまでにないので
ある。しかし，ファン・エックもまた第⼗書の位置づけをうまく説明してはくれない。アル
ベルティは序章で，De re aedificatoriaの⽬的と内容を簡便に説明しているが，第⼗書を附論や
補遺として扱うとは書いていない。そのために第⼗書とその他の書との扱いに違いがあると
は思えないが，第⼗書は⾮常にまとまりに⽋けた雑多な内容が書かれているのは間違いない
ので，その位置づけは確かに難しいとファン・エックは指摘する。 

オナイアンズの研究をベースにしながら De re aedificatoriaの修辞学的性格を強調すること
が彼の⽴場である。De re aedificatoriaのモデルは修辞学の古典であり，ウィトルーウィウスで
はないということである。しばらくしてから発表された「アルベルティの De re aedificatoriaに
おける建築，⾔語，修辞学」74では以下のように述べる。De re aedificatoriaに図⾯や素描が⼀枚
も含まれていないということは，いくら強調しても強調しすぎることはなく，このことは，
この著作が単なるデザインマニュアルではないことを⽰す⼤きな証拠である。建築を説得⼒
のある意思伝達の⼀形式，⾔い換えれば，市⺠制度の威厳と神の尊厳を伝えるものとアルベ
ルティは考えた。この意味において，De re aedificatoria はキケローの『弁論家について』によ
く似る。アルベルティは建築を明確に定義される「⽤語 (vocabulary)」，「構⽂ (syntax)」，「意
味 (semantics)」，をもつ「⾔語」として考えているのではなく，建築は⼈間⽣活における多
様なコミュニケーションの内の⼀つであり，⾔語あるいは修辞学は理性的な調査や定義づけ
や分析に役⽴つのだと考えているのである。建築に学芸・芸術の地位を与えるために，アル
ベルティは修辞学理論というモデルを利⽤したというのである。これまでの研究はキケロー

                                                        
71 Françoise Choay, La règle et le modèle, op.cit. (1996), pp. 90-170. 
72 Hans-Karl Lücke, “Alberti, Vitruvio e Cicerone”,in Leon Battista Alberti, op. cit. (1994), pp.70-95; Veronica Biermann, 

«Ornamentum», op. cit. (1997); Joseph Rykwert, “Theory as Rhetoric”, op. cit. (1998), pp. 33-50. 
73 Caroline van Eck, “The Structure of “De re aedificatoria” Reconsidered”, in « The journal of the Society of Architectural 

Historians », Vol 57, No. 3, Sep. 1998, pp. 280-299. 
74 Caroline van Eck, “Architecture, language, and Rhetoric in Alberti’s De re aedificatoria”, in Architecture and Language: 

constructing identity in European architecture, c. 1000 - c. 1650, edited by Georgia Clarke, Paul Crossley, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2000, pp.72-81. 
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とアルベルティの類似の指摘に留まっていたが，それを越えて，そもそもなぜアルベルティ
は De re aedificatoriaの執筆において，論理構造のモデルとしてキケローを模倣したのか，修辞
学を利⽤することによって何を⽬指したのかという点をファン・エックは問いかけている。 

リクワートやオナイアンズからルーケに⾄るまで主張されてきたことは，建築の設計や構
築と弁論術とのあいだにアナロジーを⾒いだし，弁論における修辞と建築における装飾が相
関関係にあるということでもある。その⾒⽅をアリーナ・ペイン (Alina Alexandra PAYNE, 

1955 -) は『イタリア・ルネサンスの建築書 建築的創造・装飾・⽂芸』75において，ルネサン
ス期に書かれた建築書全般にわたって適⽤した。ペインは«decorum»と«licentia»という概念を
徹底的に解きほぐす。これは⼿短に⾔うならば，「ふさわしさ」«decorum»を満たしながら，
規則を「逸脱」«licentia»することがルネサンス期の建築家にとって創造⾏為であったという
ことである。アルベルティについて割かれた章では，アルベルティの«decorum»の由来とその
意味が語られる。ここでも，これまで挙げた既往研究と同様に，装飾についての議論を中⼼
に建築家と弁論家の類似について議論される。ペインの主張の興味深い点は，«decorum»とい
う社会的⽂脈が建築の設計にとって不可⽋であるならば，建築書がいかに受容されるかとい
う読者の⽂脈が執筆者にとって重要であるという指摘である。つまり，アルベルティは De re 

aedificatoriaがいかに読み解かれるかということを常に念頭に置いていて，その意味では，ウィ
トルーウィウスの『建築⼗書』という存在は⽋かすことの出来ないものであったということ
である。そもそも『建築⼗書』も De re aedificatoriaも出版されて，芸術家や⼈⽂主義者や君主
の間で広く流布するのは同時代的な現象であり，それらは同時に⽐較検討されながら読まれ
たはずだからである。このように 90年代以降は修辞と建築の観点から De re aedificatoriaを解読
するという研究が主流を占めた。その他には，De re aedificatoriaのロシア語訳を担当したワシ
リー・パブロビッチ・ズボフ (Василий Павлович Зубов (Vasilij Pavlovič Zubov), 1900 - 1963) 

による論考もその流れに置く事ができる76。 

De re aedificatoriaを読み解く鍵は修辞学にあるという流れの中で，2002年に De re aedificatoria

をテーマにした国際学会「De re aedificatoriaの社会責務」が開かれた。本章の第⼀節でも少し
触れたが，その成果は『レオン・バッティスタ・アルベルティ 芸術理論と De re aedificatoria

の社会責務』として 2007年に出版された。「社会責務」と訳出したのは，“gli impegni civili” で
あり，社会・⽂化に対してのアルベルティの積極的な意思表明として De re aedificatoriaを読み
解くという主催者側の意図を感じることができる。会議を取り仕切ったのは，アルベルト・
テネンティ ( Alberto TENENTI, 1924 - 2002年 ) である。彼は論集に「社会と De re aedificatoria」
77を寄せている。De re aedificatoriaの第四書，とりわけ第 1章において，建築は⼈間のためにつ
くられたものであり，社会的な要求や必要のもとに産み出されたものであるとアルベルティ
が⼒強く語っていることにテネンティは着⽬する。そして，「多様性」という観点のもと，職
業や⾝分によって階層化された社会の形式と建築の形式は対応すべきであると彼が考えてい
たことは De re aedificatoriaから明らかであり，アルベルティは建築を美的に分析するだけでな
                                                        

75 Alina Alexandra Payne, The Architectural Treatise in the Italian Renaissance -Architectural Invention, Ornament, and 
Literary Culture-, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 1999. 

76 Vasilij Pavlovič Zubov, “La théorie architecturale d’Alberti”, in «Albertiana», III, 2000, pp. 11-62, IV, 2001, pp. 85-98; 
V, 2002, pp. 89-108. 同雑誌にはその他に 2001年と 2002年に 2つに分けて 1994年のルーケの議論を詳細にしたアッ
プデート版ともいえる論考が掲載された。Hans-Karl Lücke, “Das Bauwerk als Gedankenwerl: Über Vitruv und L. B. 
Alberti, in «Albertiana», IV, Leo S. Olschki, 2001, pp. 99-158, V, 2002, pp. 7-60. 

77 Alberto Tenenti, “Società e De re aedificatoria”, in Leon Battista Alberti teorico delle Arti ..., op. cit. (2007), pp. 371-378. 
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く，政治−社会の⽂脈で考察していたと述べる。これは後で詳述する福⽥晴虔⽒の読みに通じ
るものがある78。建築に⾝分や階級，⽤途によってヒエラルキーが存在することは，社会構造
にヒエラルキーが存在することと同⼀であり，建築類型を社会構造の分節と切り離すことは
できない。アルベルティが建築を倫理や社会という観点からみていたことを抜きにして De re 

aedificatoria理解することはできないのだ。その意味において建築の「強・⽤・美」のうちの，
「⽤」についてもっと掘り下げるべきだとテネンティは主張したいように思える。 

こうした主張は先に述べた，アルベルティにおけるキケローの影響や，«decorum»を重要
視しようという興味と軌を⼀にする。しかしながらこの国際会議において発表された多数の
論考すべてが，そのようなテーマ性を帯びているわけではない。例えば，ルッケはアルベル
ティの De re aedificatoriaにおける«vestigium»という語に着⽬し，美学的議論を展開させている79。
論集全体で広く⾒られる傾向を捉えるならば，アルベルティの著作 Momus『モムス』への興
味を指摘できる80。 

『モムス』と De re aedificatoriaを結びつけて考察する潮流の先に⽴ったのは，本章第⼀節で
少し触れた，ニコラウス五世のローマ復興計画とアルベルティについて探ったタフーリの研
究である81。ヴィットーリオ・フライエーゼ (Vittorio FRAJESE, 1957-) が 1998年に発表し
た，「レオン・バッティスタ・アルベルティとニコラウス五世の都市再興−『モムス』解釈の
ための仮説−」82なども挙げられるだろう。『モムス』と De re aedificatoriaのテクスト⽐較分析
にフォーカスすると，1999年の ステファノ・ボルシ (Stefano BORSI, 1956-)『モムスあるい
は君主について −レオン・バッティスタ・アルベルティ，教皇，ジュビレオ−』が重要である
が，ここでは詳しく⽴ち⼊らず，本論第⼆章でテーマに沿って触れることにする。 

「De re aedificatoriaの社会責務」ではテネンティの他に，マッシモ・ブルガレッリの「美−

装飾，アルベルティの作品にみられる表象，⾃然，仕掛け」83が重要と思われる。ブルガレッ
リは，「美−装飾」84を議論するためにアルベルティの『家族論』第三書における⼥性と化粧の

                                                        
78 福⽥晴虔,『アルベルティ』, 前掲書 (2012), pp. 135-164. 
79 論集そのものが，2002年の「De re aedificatoriaの社会責務」と 2003年「レオン・バッティスタ・アルベルティ 

芸術理論」という別々に開かれた国際会議での発表論⽂を混合させてつくられていることからも，それぞれの国際
会議におけるテーマがそれぞれの発表を強く⾊づけていたというわけではないと思われる。例えば，ギュンターや
フロンメルの研究は，De re aedificatoriaを中⼼とするテクストと建築作品や図像を往来し，新しい視点を提案すると
いうそれぞれが従来からベーシックな⽅法論として採⽤している議論の進め⽅に則っている。cf. Hans-Karl Lücke, 
“Space and Time in Leon Battista Alberti’s concept of the perfect building. Observations in historical context”, pp. 651-665; 
Christoph Luitpold Frommel, “La colonna nella teoria e nelle architetture di Alberti”, pp. 695-726; Hubertus Günther, “La 
concezione delle case private nel De re aedificatoria”, pp. 787-814. 

80 John Woodhouse, “La dimensione umana del De re aedificatoria: dall’Architrave al Vaso da Notte”, pp. 403-417; 
Martin McLaughlin, “Tradizione Letteraria e Originalità del Pensiero nel De re aedificatoria dell’Alberti”, pp. 451-469. 

81 Manfredo Tafuri, “‘Cives esse non licere’. ”, op. cit. (1992). ガレンの研究でも⽰唆されており，ガレンは『モムス』
と De re aedificatoria はコインの表裏の関係だと指摘する。Eugenio Garin, “Studi su L. B. Alberti”, in Rinascite e 
Rivoluzioni Movimenti Culturali dal XIV al XVIII secolo, Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 130-196, 特に pp. 150-155. 

82 Vittorio Frajese, “Leon Battista Alberti e la "renovatio urbis" di Nicolò V. Congetture per l'interpretazione del 
"Momus"”, in «La cultura», XXXVI, 1998, pp. 241-262. 

83 Massimo Bulgarelli, “Bellezza-ornamento. Rappresentazione, natura e artificio nell’opera di Alberti”, in Leon Battista 
Alberti teorico delle Arti ..., op.cit. (2007), pp. 571-604. 本論では，当該論⽂を加筆修正した章「装飾」を収録する『レオ
ン・バッティスタ・アルベルティ 1404 − 1472 建築と歴史』 ( Massimo Bulgarelli, Leon Battista Albeti, op.cit. (2008), pp. 
8-35) を対象に検討していく。 

84 美と装飾，«pulchritudo»と«ornamentum»については，これまで様々に議論されてきた。先に挙げた，ルーケ
やペインに加えて，Veronica Biermann, «Ornamentum»: Studien zum Traktat «De re aedificatoria» des Leon Battista Alberti, 
Hildesheum-Zürich-NewYork, Georg Olms Verlag, 1997; Elisabetta Di Stefano, L’altro sapere. Bello, Arte, Immagine in Leon 
Battista Alberti, Palermo, Centro Internazionale Studi di Estetica, 2000, などが重要⽂献である。 
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問題を持ち出しながら85，«ornamentum»を解釈するために化粧における«fucus»（第⼀義は「頬
紅」）という語に着⽬し「化粧」と「装飾」の関連性を指摘する86。モムスが⾃らの⼒でもっ
て醜い⼥性を絶世の美⼥に変えた『モムス』のなかでの逸話87にみられるように，真実を塗り
つぶして，体裁を整えるような⾏為を「⾊塗られた⼈⼯的なファサードのようだ」という建
築的⽐喩で表現していることは，装飾を考えるヒントとなるとブルガレッリは述べる。アル
ベルティの著作にちりばめられている，世に溢れる欺瞞やみせかけに対するシニカルな批判
と嫌悪は，«artificium»「⼈⼯物」の否定と考えることができ，それは「美−装飾」概念の理解
には⽋かすことはできないとも指摘する。さらにはテルトゥリアヌス (Quintus Septimius 

Florens TERTULIANUS, 155年頃−230年頃) の De cultu feminarum『⼥性の服装について』の
影響を指摘し，De re aedificatoria のみの読解では，アルベルティの「 «Ornamentum» - 

«Pulchritudo» 美−装飾」の概念について理解することは難しく，『モムス』を含めた様々なテ
クストの相互関連性に⽬を向ける必要があると述べる。 

最後に，2012 年に出版されたばかりの福⽥晴虔，『アルベルティ』88について触れておき
たい。アルベルティの建築作品と De re aedificatoriaが最近の研究成果を織り交ぜながら包括
的に論じられており，アルベルティを建築史的に研究したレベルの⾼い概説書である。De re 

aedificatoriaについては⼀章割いて議論している。福⽥⽒は「壁」や「開⼝」のアルベルティ
の定義に着⽬し，「これはいわゆる「古典建築」における構造的役割や伝統的形態を軸とした
命名・分類とは異なり，建築を「装置」として捉える姿勢につながるもの」と述べて，
«lineamentum»を「装置的建築観を展開するにあたっての不可⽋な規定」であり，「透明な抽象
的図式」であると指摘する。そして，そのような抽象的な線の軌跡を全体の中で関係づける
のが«concinnitas»であると述べる。De re aedificatoriaにおける«lineamentum»と«concinnitas»の議
論はこれまでも⼤きく取り上げられてきた89。福⽥⽒は建築の部分と全体の調和である
«concinnitas»を「個」と「集団」の関係におきかえ，そこに社会の縮図を⾒取っている。アル
ベルティが De re aedificatoriaで展開しているのは「建築の社会学」であるというのである。「建
築と都市をこうした⼈間活動の諸相との関わりで捉えるという視点は，アルベルティ以前に
はみられなかったものであり，そのことだけをもってしても，この著作の歴史的意義は計り

                                                        
85 レオン・バッティスタ・アルベルティ著／池上俊⼀，徳橋曜 訳, 『家族論』, 講談社, 2010, pp. 338-345. 
86 De re aedificatoriaでは«fucus»は⼀例のみで，第九書第⼋章で次のように⽤いられている。« Et vitium profecto 

grave set, quod ipsum apud nonnullos ineptos videmus, qui opera vixdum inchoata fuco picturae et sculpturae insignibus 
expoliunt atque explent: ex quo fit, ut caduca istaec prius deleantur, quam opus eductum sit. », Leon Battista Alberti, De re 
aedificatoria, op. cit. (1966), p.845. 

87 Leon Battista ALBERTI, Momus, English tranlated by Sarah Knight. Latin text edited by Virginia Brown and Sarah 
Knight, The I Tatti Renaissance Library 8, Cambridge (US)/London, Harvard University Press, 2003, pp. 56-62. 

88 福⽥晴虔,『アルベルティ』,前掲書 (2012), 特に，"V. De re aedificatoria", pp. 135-164. 
89 «lineamentum»については，Susan Lang, "De Lineamentis: L. B. Alberti's use of a Technical Term", in «Journal of the 

Warburg and Courtauld Institutes», Vol. 28, 1965, pp. 331-335; Branko Mitrović, Serene Greed of the Eye, Leon Battista Alberti 
and the Philosophical Foundations of Renaissance Architectural Theory, Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2005; 相川浩 , 
「L.B.Albertiの lineaと lineamentumについて」, 『⽇本建築学会論⽂報告集』第 199号, 昭和 47年 9⽉, pp. 77-84;
三⽊勲, 中川理, 「アルベルティの建築理論における lineamentumの基本的性質について−絵画理論・彫刻理論にお
ける lineamentum とそれに関係する他の概念に関する考えを参照して−」, 『⽇本建築学会計画系論⽂集』第 674
号, 2012年 4⽉, pp. 921-930. «concinnitas»については，Carroll William Westfall, “Society, Beauty, and the Humanist 
Architect in Alberti’s de re aedificatoria”, in «Studies in the Renaissance», Vol. 16, 1969, pp. 61-79; Robert Tavernor, 
“Concinnitas, o la Formazione delle Bellezza”, in Leon Battista Alberti, op.cit. (1994), pp. 300-315; Elisabetta Di Stefano, 
L’altro sapere, op.cit. (2000); 相川浩, 「L.B.Albertiの Concinnitasと A.Palladioの Corrispondenzaについて: 美的デコル
の存在（第 1報）」, 『⽇本建築学会論⽂報告集』第 99号, 昭和 39年 6⽉, pp. 21-26; 相川浩,「L.B.Albertiの Concinnitas
と A.Palladioの Corrispondenzaについて: 美的デコルの存在（第 2報）」, 『⽇本建築学会論⽂報告集』第 100号, 昭
和 39年 7⽉, pp. 68-72. 詳しくは本論第五章を参照されたい。 
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知れないというべきであろう。」ともいう。また福⽥⽒も『モムス』の重要性を指摘し，建築
を巡った「陰画」（『モムス』）と「陽画」（De re aedificaotoria）の関係になっているという興味
深い指摘を⾏っている。De re aedificatoriaは建築理論書には違いないが，理論という仮装の下
にある寓話としての性質を⾒落としてはならないということである。 

 

 

 

De re aedificatoria研究の今後 
以上，膨⼤な先⾏研究の中から重要と思われるものに焦点をあてながら De re aedificatoria

の研究史を眺めてきた。ウィトルーウィウスとの関連性，あるいはアルベルティが実際に⼿
がけた建築作品との⽐較検討という点から De re aedificatoriaが語られることが少なくなり，ア
ルベルティの著述はもちろん，教⽗や聖書も含んだ古代・中世の古典を中⼼に数多くのテク
スト渉猟しつつ De re aedificatoria読解につなげるという⾒⽅が主流になってきたといえる。確
かにアルベルティの残した業績から，またその⽂体から⾔っても，そこに建築理論というカ
テゴリーを越えた豊かな⽂学的仕掛け，技巧がちりばめられているのは間違いない。ただ果
たして建築の実践とまったく切り離して De re aedificatoriaを理解できるのだろうかという疑問
は残る90。 

さて，このような De re aedificatoria解釈は，先にも述べたような 2004年のアルベルティ⽣
誕 600年を契機にした⼤量に現れた研究成果によるところが⼤きい。『レオン・バッティスタ・
アルベルティ ある⼈⽂主義者の図書館』91では，写本などを⼿がかりにアルベルティの蔵書
を再現している。本書はアルベルティが読んだ可能性のある古代から中世にいたるテクスト
が，彼の著作において，どこでどのように引⽤されているかというコンコーダンスでもある。
また，『アルベルティと伝統』92という論集では，「ギリシャとラテンの古典の伝統」，「キリス
ト教と中世の伝統」というテーマのもと，膨⼤な⽂献とアルベルティの著作との影響関係を
指摘している。サブタイトルにもみられるように，アルベルティの著作を「モザイク」と称
し，それらのアルス・コンビナトリア的性質が強調されているのである。 

アルベルティは建築設計にも携わった⼈⽂主義者でありディレッタントであることは周
知のことである。彼が若き⽇いかなる⼈⽂教育を受けたのか，教皇庁や宮廷で展開された⼈
⽂主義者たちの知的サークルにおいて彼がどのような活動を⾏ってきたのかを明らかにする
ことも近年の⼤きな研究傾向である。アルベルティを同時代の⼈⽂主義ネットワークと切り
離し，その作品群を孤⾼の天才が産み出したものとして考えることはできないのである。そ
の点で，『アルベルティとクアットロチェントの⽂化』93も含めれば，2004年に開かれた⽂献

                                                        
90 この疑問については，福⽥晴虔, 『アルベルティ』前掲書 (2012), pp. 11-13, でも⽰されている。 
91 Leon Battista Alberti. La biblioteca di un Umanista, a cura di Roberto Cardini con la collaborazione di Lucia Bertolini e 

Mariangela Regoliosi, Firenze, Mandragora, 2005. 
92 Alberti e la Tradizione: per lo “Smontaggio” dei “Mosaici” Albertiani, Atti del convegno Internazionale del Comitato 

Nazionale VI centenario dalla nascita di Leon Battista Alberti (Arezzo, 23-25 settembre 2004), a cura di Roberto Cardini e 
Mariangela Regoliosi, Edizione Nazionale opere di Leon Battista Alberti / Strumenti.  4, Firenze, Polistampa, 2 Tomi, 2007. 
この本の前書きにおいて，カルディーニは『レオン・バッティスタ・アルベルティ ある⼈⽂主義者の図書館』が
アルベルティ研究に与えたインパクトについて⾔及している。 

93 Alberti e la Cultura del Quattrocento, Atti del convegno Internazionale del Comitato Nazionale VI centenario dalla 
nascita di Leon Battista Alberti (Firenze, 16-18 dicembre 2004), a cura di Roberto Cardini e Mariangela Regoliosi, Edizione 
Nazionale opere di Leon Battista Alberti / Strumenti. 5, Firenze, Polistampa, 2 Tomi, 2007. 
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学，⽂学，哲学研究者などが中⼼になって主催された 3つの国際会議が De re aedifcatoria研究
に与える影響は，先に挙げたブルガレッリの「美−装飾」の記述に⾒られるように⼤きかった
と思われる。しかし，⼀部の研究成果は既に相互参照されているが，これら国際会議の成果
が論⽂集として出版されたのが 2007年前後であることから，まだまだ消化されていないのが
現状である。1980年ごろから進展していた『家族論』や『モムス』の研究成果が建築史研究
者の間でも共有されるようになり，De re aedificatoriaの間テクスト性がようやく指摘されるよ
うになったともいえ，2004年前後の研究成果を基盤とした De re aedificatoriaの学際的な研究が
待たれているといえる。 

 

 

 

 

 

研究史の中での本論第一章から第五章の位置づけについて 
最後に，アルベルティの建築作品解釈の歴史と，De re aedificatoriaの研究史を踏まえて，本

研究がアルベルティ研究の潮流の中でどのような位置を獲得しうるのか述べていきたい。 

第⼀章では，De re aedificatoria第⼗書の内容をあらわす，«operum instauratio»「建物の修復」
にもみられる«instaurare»という語が古代・中世・15世紀のテクストでどのように⽤いられて
いるか考察し，アルベルティのテクストのソースが古代ギリシア・ローマの古典だけでなく，
聖書や教⽗の著作にも求められることを指摘した。そして，ウルガタ聖書において«instaurare»

という⾔葉を⽤いて列王の神殿再建事業が語られていることに着⽬し，その語のもつキリス
ト教的なコンテクストを考慮に⼊れ，第⼗書は解釈されなければならないことを指摘してい
る。アルベルティが De re aedificatoiraを献呈した教皇ニコラウス 5世は，現代のエルサレム建
設とも⾔えるローマ復興プロジェクトを進⾏させていた。こうしたエルサレム再⽣の機運の
中で，アルベルティが教皇庁に書記官として務めていた点を踏まえて，De re aedificatoriaの第
⼗書「建物の修復」の記述は解釈されなければならない。第⼀章では過去の膨⼤なテクスト
を渉猟し，アルベルティのテクスト解釈につなげるという点や，キリスト教へのまなざしの
検討，中世という伝統におけるアルベルティの位置づけという点で，ここ数年の研究動向を
反映しているといえる。 

第⼆章では，ニコラウス五世のローマ復興とアルベルティの関連性を指摘するため，1452

年に発布された『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』を⽤いた。本史料は教皇によるローマ復興の実際を明らかにする貴重な教皇勅書である。
1452 年の法令ではそれ以前の都市施設管理官 (Maestri di Strada) 関連の法令ではみられな
かった，テヴェレ川を中⼼にしたローマの⽔環境整備について詳述されていることが⼤きな
特⾊であることをまず指摘している。さらに，そのローマの治⽔についての法令と，De re 

aedificatoria 第⼗書「建物の修復」における⽔をめぐる記述を⽐較検討すると，両者の間に密
接な関連性がみられるのである。この 2 つのテクストから，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年までは関わっており，De re aedificatoria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られる。第⼆章ではタフーリの研究に代表され
る，ニコラウス五世というパトロンとの関係についての再検討，アルベルティのローマでの
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活動の実際について踏み込んで考察するという点，『モムス』解釈をめぐる問題についても触
れている点で先⾏研究の流れを汲んでいる。 

第三章では，アルベルティが 1452年，あるいは 1453年ごろを境に，ニコラウス五世に対
し批判的な姿勢をとるようになり，教皇のローマ復興プロジェクトから⼿を引いたのではな
いかという点を考察するため，ジャンノッツォ・マネッティに着⽬している。マネッティの
著作 De Secularibus et Pontificalibus Pompis『世俗と教皇庁の式典について』(1436年) を分析する
ことで，G. マネッティは建築的理解の進んだ数少ない知識⼈と当時認識されていた可能性を
指摘した。第三章では，本章でも紹介したように，ルネサンス期に建築の設計と弁論の構想
との間の相互作⽤に注⽬している。建築を⾔葉でもって修辞学的に描写できるのであれば，
パトロンに重⽤され，建築プロジェクトの助⾔者としての役割を求められていたのではない
かという観点が重要な役割を果たしている。加えて，「リミニのサン・フランチェスコ教会堂
改修についてのマッテオ・デ・パスティへの⼿紙」も取り上げ，ジャンノッツォ・マネッティ
が建築創作におけるアルベルティのライバルであったのではないかとも指摘している。アル
ベルティは⼿紙の中で「マネッティ」の名前を挙げながら教会堂のデザインについて述べて
いる。このマネッティは，アントニオ・ディ・チャケッリ・マネッティと⾔われてきたが，
この⼈物がジャンノッツォである可能性は検討されるべきであろう。第三章では，レトリッ
クと建築 (論) というテーマや，パトロン・注⽂主の建築実践の解明という点が近年の研究
傾向に沿っているといえる。 

第四章では，De re aedificatoria に解題を施して，これまで繰り返し論じられてきたウィト
ルーウィウスとアルベルティについて，『建築⼗書』第⼋書と De re aedificatoria第⼗書の⽐較を
軸に考察している。そして第五章では，第⼗書がニコラウス五世のローマ復興計画について
の実践的内容であるという視点で，De re aedificatoriaを再考している。De re aedificatoria第⼀書
と第⼗書，第四書と第⼗書，第九書と第⼗書の⽐較考察から，第⼗書はアルベルティのはっ
きりとした意図のもと，De re aedificatoriaに組み込まれていることが明らかになり，全⼗書が
互いに有機的に呼応していることが導かれる。また第五章では，De re aedificatoriaの執筆の⽬
的と，全⼗書を⽀える構造のモデルはどこにあるのかという点を明らかにするために，De re 

aedificatoriaを再検討している。この検討はクラウトハイマーから今にいたるまで，常に De re 

aedificatoria研究の第⼀の興味となってきたといってもよいだろう。 

そして，De re aedificatoriaは修復理論として読解できるという，第⼀章から第五章を通して
得られた知⾒は，19世紀以降にリーグルやラスキンによって展開される建築の古さの絶対的
価値という視点をアルベルティが持っていたこと，過去の建築は後世に引き継いでいく⽂化
遺産であるという考えの源流にアルベルティが位置づけられるということを⽰すものである。 

 



 

 

第 1章  De re aedificatoria 第十書«operum instauratio»における
«instaurare»の意味 −古代からアルベルティまでの«instaurare» の用例分析を通
して−1 

 

 

 

序章で述べたように，De re aedificatoriaは多⽅⾯から包括的に⾒直されつつあるにもかかわ
らず，結書にあたる第⼗書だけはほとんど⼿がつけられていない。なぜなら，第⼗書は「修
復」と名付けられているにもかかわらず，修復との関連性がにわかには推測し得ない⽔につ
いての記述が⼤部分を占めるからである。サン・ピエトロ⼤聖堂を例に挙げながら，壁の修
復についてわずかに語られる点が「修復」と理解できるのみである。近年ようやく第⼗書再
検討の機運が⾼まってきたが，第⼗書は De re aedificatoriaで展開されるアルベルティの建築論
を解釈するためには括弧にいれられるべきだと主張され，「修復」の意味については問われて
いない2。 

しかし，アルベルティが De re aedificatoria序⽂にて第⼗書の位置づけを明確にしている点，
De re aedificatoria全体を通して，建築の古さの絶対的な価値を主張し，現前する建築の保存・
修復が設計の第⼀⼿であると強調している点は忘れられてはならない。第⼗書で語られる⽔
についての記述が，アルベルティが⾔う「修復」とどう結びつくのか明らかにすることが，
De re aedificatoria理解にとって必要なはずである。このためは，これまで建物の修復を意味す
ると考えられてきた「修復」«instaurare»3を再検討することが必要である。そのためには，ア
ルベルティが⽤いる«instaurare»の語義と⽤法を正確に解明することが求められる。 

 

 

 

«instaurare»とは 
フランソワーズ・ショエは現代における⽂化財や建築の保存・修復概念の源流をアルベル

ティにみている。その論考については序章で紹介したが，ショエは，ウィトルーウィウスの
De architecturaとの⽐較をまじえながら De re aedificatoriaの論理構造を明らかにすることを⽬論
み，アルベルティの独⾃性と建築理論の創⽣者として役割を⾒いだしている。その中でわず
かに触れているという程度ではあるが，19世紀のラスキンにつながるような，過去の建築を
保存するという態度をアルベルティにみることができると指摘している。また，『⽂化財のア
レゴリー』L’Allégorie du patrimoineにおいて，⽂化財という概念の変遷を古代から編年的に論じ

                                                        
1 本章は， 岡北⼀孝，⻄⽥雅嗣，「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, をもとに加筆修正したものである。 
2 Pierre Caye, “La Place du Livre X dans le De re aedificatoria”, in «ALBERTIANA», VII, Leo S. Olsciki, 2004, pp.23-40; 

Hartmut Wulfram, “La posizione dominante che occupa il tema dell’aqua nel X libro. Un esempio dell’importanza che assume 
il modello vitruviano nela composizione del De re aedificatoria”, in Leon Battista Alberti teorico delle Arti e gli impegni civili del 
«De Re Aedificatoria», Atti dei Convegni internazionali del Comitato Nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista 
Alberti (Mantova, 17-19 ottobre 2002 / Mantova, 23-25 ottobre 2003), a cura di Arturo Calzona, Francesco Paolo Fiore, 
Alberto Tenenti, Cesare Vasoli, (Ingenium n° 9), Firenze, Leo S. Olschki, 2 tomi, 2007, pp.965-983. 

3 «instaurare»を，動詞«instauro»と名詞«instauratio»などすべての品詞を含んだ語として便宜的に⽤いる。その他
«emendare»，«restituere»なども同様とする。 
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る中で，アルベルティは現代的な建築保存・修復の出発点に位置づけられている4。 

De re aedificatoria の第⼗書は«operum instauratio»と題されており，ショエによる De re 

aedificatoriaのフランス語訳や相川浩による邦語訳のように，これまで「（建物の）修復」と訳
されてきた5。そのため，アルベルティの建築保存・修復についての考えが，第⼗書に書かれ
ているように思われる。しかしショエは，第⼗書は，「ガラクタ⼊れ」に過ぎないのではない
かと⾔う6。ショエがアルベルティを修復の源流といったのも，De re aedificatoriaに全体にちり
ばめられた過去の建築に対するアルベルティの態度を追った結果であり，第⼗書はそこに何
の関与もしていないのである。少し⻑いが重要な⼀節であるので引⽤しておきたい。 

 

建物平⾯の⽤地を占拠している物体をすべて取り除き，あらかじめ空き地にして完全に
平地にしておかないと，未熟者にとっては上記の⾓度を正しく決めることは不可能であ
る。という訳で彼にとって不都合な地所では，よりよく調整すべきだという判断のもと
に，即座にあらゆる事物を破壊し取り払おうとして，槌を⼿に略奪する取り壊し職⼈た
ちが送り込まれる。しかし，こうした誤りは正すべきものである。なぜならば，多くの
運命的不幸，時期的な災害，情勢の変化とそれに伴う必然などは発⽣しうるもので，そ
のため計画の中⽌を勘案，強⾏させられることがある。従って，古い建物に⼀顧も与え
ず，市⺠たちが先祖伝来の家で得てきた慣習的な便宜を何⼀つ顧慮せず，最初にすべて
を取り除いてしまう，ということは確かに不当である。さらにどこにある，どんな物で
あろうと，それを倒し取り，⽚付け，根こそぎ掘り返すことは，仲裁裁定の上からも常
に時間のかかるものであるから。こうした訳で，取り壊さないと新しいものが建てられ
ないというぎりぎりの時点まで，従来あるものは，そのまま保存するようにしたい。7 

 

古い事物の実例が神殿や劇場に託されて残存しており，それらから，あたかも最⾼の教
師たちによるかのように，多くのことを教えられた。しかもそれらの実例が⽇々消され
ていくのを，私は涙なしには⾒ることができなかった。さらにまた昨今の⼈々は，この
上なく優れた作品に秘められた，きわめて厳格に検討された理論的⽅法を賞するよりも，

                                                        
4 Françoise Choay, La règle et le modèle: sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme, Paris, Seuil, 1980 (1996, nouvelle 

édition revue et corrigée), Françoise Choay, L’Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992 (1999, nouvelle édition revue et 
corrigée). また，建築保存・修復の歴史におけるアルベルティの位置づけは，ユッカ・ヨキレット, 『建築遺産の保
存その歴史と現在』,益⽥兼房監修, 秋枝ユミイザベル訳, アルヒーフ, 2005, pp.55-71, でも議論されている。 

5 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. では，« operum instauratio 
»は「修復」と訳される。その他，Leon Battista Alberti, L'arte di Costruire, a cura di Valeria Giontella, Torino, Bollati 
Boringhieri, 2010, では« il restauro delle costruzioni », Leon Battista Alberti, L’architettura (De re aedificatoria), Testo latino e 
traduzione a cura di Giovanni Orlandi, Introduzione e note di Paolo Portoghesi, Polifilo, 1966, では«il restauro»，J.Rykwert, 
N.Leach, R.Taverner, On the Art of Building in Ten Books, Cambridge (US), MIT Press, 1988, では«Restoration of buildings»，
Leon Battista Alberti, L’art D’édifier, texte traduit du latin, présenté et annoté par Pierre Caye et Françoise Choay, Seuil, 2004, 
では« Réparation des ouvrages »であり，いずれも⽇本語で⾔うところの「修復」に近い訳語を採⽤している。 

6 第⼗書は三分の⼆が⽔の性質や⽔理学についての記述であり，修復については，壁やサン・ピエトロ⼤聖堂
の修理についてのほんのわずかな記述に過ぎないため，De re aedificatoriaの«fourre-tout»と指摘している。cf. Françoise 
Choay, La règle et le modèle, op. cit. (1980), pp.92-135. 

7 アルベルティ, 前掲書, (1982), p.65. (ラテン語原⽂は，Leon Battista Alberti, L’architettura (De re aedificatoria), 
Testo latino e traduzione a cura di Giovanni Orlandi, Introduzione e note di Paolo Portoghesi, Milano, Polifilo, 1966, pp. 
174-177. 以下，『建築論』の引⽤あるいは参照ページ数の横に () 付きで併記されたページ数は，このオルランディ
版のラテン語原⽂テクストの当該ページとする。) «Atqui hos quidem angulos ponere imperiti, nisi rebus omnibus, quae 
aream occupent, amotis et solo prius reddito vacuo et penitus complanato, resciunt. Eaque de re, quod in hostium agro 
moderantius facerent, repente raptis malleolis fabros vastatores ad diruenda et delenda omnia immittunt. Quorum est error 
castigandus; nam multa et fortunae iniuria et temporum adversitas et rerum casus atque necessitas possunt afferre, quae 
moneant vetentque, nequid coepta prosequare; et intera dedecet profecto non parcere vaterum laboribus et consulere civium 
commodis his, quae assuetis maiorum suorum laribus capiant; quando et perdere et prosternere et funditus convellere quaeque 
ubique sunt, ex arbitrio semper relictum sit. Itaque pristina velim serves integra, quoad nova illis non demollitis attolli 
nequeant.» 
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無⽤の新しい妄想に酔って建築する⽅が多かった。こうした諸事実から，いわば⽣活と
知識に関するこの分野が，やがて徹底的に消滅するのではないか，ということを誰も否
定できなかった。こういう状況であったから，研究されるべきこれらの事物について，
私はしばしば⻑期にわたって熟考しない訳には⾏かなかった。この考究の間に，私が整
理したのは威厳のある，⼈間⽣活に有益必要な諸事実および記述に当たって無視できな
かった諸事実である。⼀⽅，熟達した先⼈達が絶えず最⾼級に作り成してきたこの⽂化
的領域を，滅亡から救おうとすることは善良な教養⾼い⼈々の義務である8 

 

このような建築保存に対する宣⾔⽂が De re aedificatoriaには⾒られるのに，「修復」と名付
けられた第⼗書に⼊ったとたん，修復との関連性がにわかには推測し得ない⽔についての記
述が⼤部分を占める。さらに古代の著作から引⽤された，害⾍駆除についての奇妙な話が展
開される。第⼗六章と第⼗七章でのサン・ピエトロ⼤教会堂を例⽰しながら述べられる壁体
修理についての記述が，第⼗書のタイトルから我々が期待する唯⼀の内容であろう。すなわ
ち，第⼗書において「修復」と訳されてきたタイトルから我々が期待するような建築修復論
が展開しているわけではない。詳しくは本論序章の De re aedificatoria研究史を確認されたいが，
ショエと同様，クラウトハイマーの著名な論考も，第⼗書を分析の対象外から外している9。
De re aedificatoriaを第⼀書から第九書までを⼀つの理論的体系として考え，第⼗書は付録的要
素，余分なものとすることが⼀般的な⾒⽅であるといえるだろう。先に述べたように，第⼗
書に焦点を当てて考察した論考は，筆者の知る限り 2つある10。ウルフラムは『建築⼗書』第
⼋書の⽔について記述との関連で De re aedificatoria第⼗書を語る論考である。ウィトルーウィ
ウスの影響の⼤きさを考慮に⼊れると，ウィトルーウィウスが第⼋書で書いた「⽔」を，ア
ルベルティは取り⼊れる必要があったと考えるのは⾃然なことである。しかし，なぜ«operum 

instauratio»というタイトルのもとでアルベルティは「⽔」について書いたのかという疑問は
残る11。ケイはウィトルーウィウスが提唱した建築の三原則ではなく，「必要性・美・修復」
という三原則のもと De re aedificatoriaが記述されているとするならば，第⼗書の必要性を説く
ことができるという仮説を提唱している。またケイは，第⼗書の最後の 2 章は，第⼗書全体
の中で明らかに論理構造に⽋陥があり，位置づけがはっきりしないことから，写字⽣などア
ルベルティ以外の⼈物によって誤って組み込まれたアルベルティの草稿であるという興味深
い指摘を⾏っている。しかし，第⼗書の内容が具体的に「修復」とどのような関係があるの
かを明確にはしていないといえる。 

語義に関していくつかの辞書を紐解いてみると，«instauratio»の基本的な意味は「宗教儀
式を繰り返すこと」，「反復，繰り返し，更新」であり，«instauro»は「復活させる，回復させ

                                                        
8 Ibid., p. 157. (pp. 441-443.) «Restabant vetera rerum exemola templis theatrisque mandata, ex quibus tanquam ex 

optimis professoribus multa discerentur: eadem non sine lachrimis videbam in dies deleri; et qui forte per haec tempora 
aedificarent, novis ineptiarum deliramentis potius quam probatissimis laudatissimorum operum rationibus delectari; quibus ex 
rebus futurum negabat nemo, quin brevi haec pars, ut ita loquar, vitae et cognitionis penitus esset interitura. Idcirco haec cum 
ita essent, non poteram non facere, quin da commentandis his rebus et saepe et diu cogitarem. Inter cogitandum quidem tantas 
res, tam dignas, tam utiles, tam in vita hominum necessarias, quae sese censebam viri boni et studiosi conari, ut partem hanc 
eruditionis, quam prudentissimi maiores semper maxime facissent, ab interitu vendicarem.» 

9 Richard Krautheimer, “Alberti and Vitruvius”, The Renaissance and Mannerism, Studies in Western Art, Acts of The 
Twentieth International Congress of The History of Art Vol. 2, Princeton, Princeton University Press, 1963, pp. 42-52. 

10 Hartmut Wulfram, “La posizione dominante che occupa il tema dell’aqua nel X libro.” op.cit., (2007), pp.965-983. 
Pierre Caye, “La Place du Livre X dans le De re aedificatoria”, op. cit., 2004, pp.23-40. 

11 『建築⼗書』第⼋書と De re aedificatoria第⼗書の⽐較検討については本論第四章を参照。 
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る，再⽣させる」，「執⾏する，命じる」，「更新する，繰り返す」である12。つまり，「修理（す
る），修復（する）」という意味は通常の辞書には⾒あたらないのであり，第⼗書のタイトル
«operum instauratio»は建物の修復を意味する表現ではなく，他のことを意味しているのかも知
れないという可能性は検討されるべきであろう。換⾔すれば，«instaurare»という語について
の検討は，とりわけ第⼗書との関係で未だ疑問点の多いアルベルティの建築保存・修復につ
いての考えを明らかにすることにつながると⾔えそうである。 

 

 

 

 

 

アルベルティの«instaurare»の用例 
De re aedificatoriaの第三書や第九書にアルベルティは，第⼗書の記述内容を端的に⽰してい

る。アルベルティはこれらの書で«instaurare»の他に，この語と同義的な意味を持つ語として 

«emendare»，«restituere»，«corrigere»を⽤いる。順に書き出すと，以下の通りである。 

 

作者の誤りあるいは⻑い年⽉の浸⾷による建物⾃体の⽋陥およびその改修 (emendare) 
と更新 (instarurare)13 
 

建築家の未熟や不注意によって，あるいは気候や⼈間の暴⼒により，あるいは不慮の不
運な事件によって，建築物に⽋陥が⽣じた場合，それをどうしたら，矯正し (corrigere) 修
理 (restituere) できるか14 

 

これらの⽂章から直ちに考えられることは，«instaurare»と«emendare»の意味するところと，
«corrigere»と«restituere»の意味するところが重なり合っており，これらの語は繰り返しを避け
るためだけの単なる⾔い換え，もしくは明確な意図のない使い分けに過ぎないのではないか
ということである。辞書によっても，これらの四つの語は «instaurare»と «restituere»，
«emendare»と«corrigere»という⼆つのグループに⼤きく分けることができるため15，そのグ
ループ内での互いの語が表す意味の差異の詳細を追求するのはあまり意味のあることではな
いように思える。しかし，アルベルティが第六書の冒頭で⽤語の選択について極めて注意を
払ったと記述した後に，⾔語学的⽴場からウィトルーウィウスを批難している16という事実を
考えると，語の選択にはアルベルティ⼀流の慎重な配慮があったと考えるのが当然であろう。
第⼗書のタイトルに選ばれた«instaurare»もその語の意味を慎重に検討した上で選定した意図

                                                        
12 P. G. W. Glare, Oxford Latin Dictionary, fasc. 4, Oxford, Clarendon Press, 1968-1982, pp.928-929, を中⼼に，⽔⾕

智洋編, 『羅和辞典 改訂版』, 研究社, 2009, p.333; 国原吉之助, 『古典ラテン語辞典』, ⼤学書林, 2005, p.381, を
参照した。 

13 アルベルティ, 前掲書, (1982), p.95. (p. 263). « de istorum vitiis, quae aut opificis errore aut temporum iniuria facta 
sint, emendandis atque instaurandis transigemus.» (下線は筆者による補⾜。) 

14 Ibid., p.300. (p. 865). « Nunc, quod reliquum est, siquid aut architecti inperitia atque indiligentia aut temporis 
hominumue iniuria aut sinistris impraemeditatisque casibus per aedificium manarit vitii, dicemus quo pacto id corrigi 
restituique possit.» (下線は筆者による補⾜。)  

15 P. G. W. Glare, op. cit. (1968-1982), ⽥中秀央編, 前掲書, (1966), 国原吉之助, 前掲書, (2005). 
16 アルベルティ, 前掲書, (1982), p.157. (p. 441) 



第 1章  De re aedificatoria第⼗書«operum instauratio»における«instaurare»の意味 

 31 

された結果だと考えなくてはならない。 

アルベルティが«instaurare»と意味を共有する語として使⽤する«restituere»は，辞書による
なら17，«instaurare»よりも多義であり，«instaurare»にはない意味も含意する場合があること
がわかる。例えば，「呼び戻す，連れ戻す」や，「挽回する，建て直す」，「埋め合わせる，償
う」という意味も«restituere»はもつのである。逆に先述した「執⾏する，命じる」という意
味は«restituere»にはない。«instaurare»使⽤例 12回の内訳は，«instauratio»3回18，«instauro» 9

回であり，第⼗書では 4度⽤いられる19。以下，⽇本語訳を順に引⽤する。 

 

反対に健康によい (instaurare) ⽔もある。20 
 
⼤貯⽔槽や井⼾に⼩⿂を放すと，⽔が浄化 (instaurare) される21 
 
⼀度腐敗した⽔が時間をおいて浄化され，再び更新 (instaurare) されると，その後はずっ
と腐敗しない22 
 
すべての改修 (instauratio) ⼯事において，⽤⼼すべきことは，継ぎ⾜した新しい⼯事の
どこかの部分が，上に乗る重さを⻑期間確実に持ちこたえるだけの強さを持たないこと
である。23 

 

最初の三例は⽔の性質について述べられた箇所で«instaurare»が⽤いられており，辞書に⾒ら
れる⽤例に近いと⾔える。⼀⽅で第 4 例は，普通に考えるならば現代的な意味での建物の修
復と考えられる。同様の例は，第三書第 15章でも⾒ることができる。 

 

私的な⼯事では，吹き荒れる⾵に備えて軒先⽡だけ固定すれば⼗分である。補修を要す
る場合，固定していない⽡の⽅が容易に差し換え(instauratio)られるから。24 

 

しかしながら，⾒ての通り，建物の修復とはまったく関係のない⽂脈で⽤いられる⽤例も存
在するため25，12 回の⽤例だけではアルベルティが«instaurare»の語に込めた真意を理解する
のは難しいと⾔わざるを得ない。先にあげた 4つの語のうち他の 3つは De re aedificatoria全体
に渡って，«restituere»15回，«emendare»28回，«corrigere»4回登場する。これらとの⽐較検討

                                                        
17 P. G. W. Glare, op. cit. (1968-1982), ⽔⾕智洋編, 前掲書, (2009), 国原吉之助, 前掲書, (2005). 
18 序⽂と第⼗書の頭において第⼗書題名として 2度⽤いられている。本⽂中に出てくるのは１例だけである。 
19 本章は先に述べたように，岡北⼀孝，⻄⽥雅嗣，「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，を加筆修正したものである。p. 2278 
にて，「«instaurare»使⽤例 12回の内訳は，名詞形“instauratio” 3回，動詞形“instauro” 9回であり，第⼗書では 1度の
み⽤いられる。」と述べていたが，フランソワーズ・ショエ⽒から指摘を受け，内容を精査した結果，本⽂で述べ
たように，第⼗書は 4 度«instaurare»が使われていることが明らかになった。しかし，«instaurare»と聖書のつながり
を主張する結論部分に与える影響は⼩さいと思えるため，論⽂全体の構成に変更はない。 

20 アルベルティ, 前掲書, (1982), p. 306. (p. 887.) «Et contra sunt quae bonam instaurent ualitudinem» 
21 Ibid., p. 323. (p. 937.) «Nonnuli putant, si uas norum fictile acri plenum aceto, uti diximus, bene obturatum immiseris, 

mucosam ocius aquam instaurari» 
22 Ibid., p. 323. (p. 937.) «quae semel putruert aqua, spatio defecari et rursus instaurari, post id amplius non putrescere» 
23 Ibid., p.341. (p. 993.) «In omnibus istiusmodi, recensuimus, instaurationibus prouidendum est, ne sit nouum hoc, quod 

adiungis, opus aliqua ex parte sui imbecillius, quam ut onus susceptum diuque beneque perferat » 
24 Ibid., p.91. (p. 253.) «nam in priuatis sat erit, si prima atillicidia contra uentorum impetum affirmaris; tum et soluti 

aptius instaurantur, ubi uitium factum sit.» 
25 その他にも«Sino illud Catonis, uerbis lassatas boues instaurari» (Ibid., p.167) という例が挙げられるだろう。 
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も，⽤例数が⼗分でないことも⼿伝って，«instaurare»の意味を明らかにするための便りとす
ることは難しい。アルベルティの他の著作に⽬を転じても，その状況は変わらない。例えば，
『絵画論』De pictura (1435年) や『彫刻論』De statua (1465年頃) では，«instaurare»は⽤いら
れないため26，«instaurare»に「建物の修理・修復」という意味があるのかはアルベルティの著
作のみからうかがい知ることは難しい。よって，アルベルティが⼿本としたと考えられる⽂
書と著述作品に含まれる«instaurare»も参照し，«instaurare»と，«restituere»について語の意味
の異同を念頭に置きながら，«instaurare»に込められたアルベルティの意図を考えなければな
らない。 

 

 

 

 

 

関連するその他著作の «instaurare» の用例 
De re aedificatoria を考える際には必ず考慮しなければならないウィトルーウィウス，キケ

ロー，プリニウスによるテクストから，キリスト教的著作（『聖書』，『語源』など），そして
アルベルティと同時代⼈のフラーヴィオ･ビオンドによる『ローマ復興』Roma instaurataに⾄
るまでどのように«instaurare»という語が⽤いられているかを辿ってみたい。 

 

 

 

古代ローマのテクスト 
アルベルティの De re aedificatoriaの成⽴要因であるウィトルーウィウスの『建築⼗書』27に

は«instaurare»は 1度も現れない。ウィトルーウィウスはアルベルティが De re aedificatoriaの中
で語っているような建物を修理・修復するためにどうすればいいかということを建築書の記
述の⼀つのテーマに置いていないので，«instaurare»という語がウィトルーウィウスには⾒ら
れないということもさほど驚くべき事ではないのだろう。ウィトルーウィウスは«instaurare»

が持つ修理とは別の意味「反復，繰り返し，更新」や「復活させる，回復させる，再⽣させ
る」を⽰す時には«restituere»を⽤いており，そのような例はウィトルーウィウスの『建築⼗
書』には 13例表れる。«instaurare»という語はウィトルーウィウスにとってなじみが薄かった
のかも知れない28。ウィトルーウィウス同様，アルベルティへの影響が極めて⼤きいとされる
キケロー29 (Marcus Tullius CICERO, 紀元前 106年 - 紀元前 43年) においては，『キケロー

                                                        
26 参照にしたテクストは，Leon Battista Alberti, On painting and On sculpture: The Latin texts of De pictura and De 

statua, edited with translations, introduction and notes by Cecil Grayson, Phaidon, 1972. 
27 参照したテクストは，『ウィトルーウィウス建築書』, 森⽥慶⼀訳注, 東海⼤学出版会, 1969; Vitruvio, De 

Architectura, A cura di Pierre Gros, Traduzione e commento di Antonio Corso e Elisa Romano, 2 Tomi, Torino, Einaudi, 
1997. ウィトルーウィウスの⽣没年および，建築書の執筆年代について詳細は不明である。およそ紀元前 1 世紀の
⼈物であり，建築書は記述内容などから推定して，紀元前 33年から紀元前 14年に執筆され，紀元前 27年から 23
年の間に出版されたと考えられる。cf. Hanno-Walter Kruft, A History of Architectual Theory From Vitruvius To The Present, 
transleted by Ronald Taylor, Elsie Callander and Antony Wood, London, Princeton Architectual Press, 1994, pp.21-29. 

28 ウィトルーウィウスの場合，建物の修理をさす時は«reficere»という語が⽤いられる。『ウィトルーウィウス建
築書』(1969), p.280, p.421. 

29 アルベルティとキケローの影響関係については，第⼀章を参照されたい。関連⽂献については，ジョン・オ
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選集』30に含まれているすべての著作の中で，«instaurare»は 5例のみに留まる。キケローの場
合，同じく選集の中で«restituere»は 100 例を越える⽤例が存在する。同じく修辞学の⼿本と
してルネサンス期に重宝されたクインティリアヌス (Marcus Fabius QUINTILIANUS, 35年
頃 - 100年頃) の『弁論家の教育』Institutio Oratoria (95年頃) 31でも«instaurare»はやはり⽤い
られていないが，ここでも«restituere»は 20例⾒ることができる。建築についての記述が著作
の中に含まれるプリニウス (Gaius Plinius Secundus，22年頃 - 79年) の『博物誌』Naturalis 

Historia32 (77年) では«instaurare»が 6例，«restituere» 40例，さらにフロンティヌス (30年頃 

- 104年頃) の『ローマ市の⽔道』De aquae ductu urbis romae33 (97 - 98年) では«instaurare»1例，
«restituere»5例である。 

すべての⽤例の⽂脈で，«restituere»と«instaurare»が交換可能であるというわけではないの
で，単純に使⽤回数の⽐較から «instaurare»という語は古代ではあまり使われなかった語で
あったということはできない。しかし，以上のすべての⽤例で，「建物を修理･修復する」と
いう意味で«instaurare»が使われることがないことは注⽬すべきである。ルネサンスが⼿本と
考えた古代の著作群を⾒る限りでは«instaurare»から建物の修理・修復という意味を想像する
ことは困難であると推測されうるからである。また，⽔⾕智洋編, 『羅和辞典 改訂版』には，
«instauratio»に「修復」という意味が出てくるのは，200年以降であると明記されている34。 

 

 

 

エウメニウス 『学校再建を求める演説』 
エウメニウス  (EUMENIUS, 260-311) による『学校再建を求める演説』Oratio pro 

instaurandis scholis35 (Pro restaurandis scholisとも表記される。297/298年) における«instaurare»の
検討が，古代ローマのテクストでは重要である36。確かに，この演説では学校を再建するとい
う⽂脈で«instaurare»が⽤いられており，ルネサンスが⼿本と考えた古代の著作群を⾒る限り
                                                                                                                                                                      
ナイアンズ, 『建築オーダーの意味：古代・中世・ルネサンスの古典オーダー』, 監訳：⽇⾼健⼀郎, 中央公論美術
出版, 2004; Hans-Karl Lücke, “Alberti, Vitruvio e Cicerone”,in  Leon Battista Alberti, a cura di Joseph Rykwert e Anne Engel, 
Olivetti, Electa, 1994, pp.70-95; Alina A. Payne, The Architectural Treatise in the Italian Renaissance -Architectural Invention, 
Ornament, and Literary Culture-, Cambridge University Press, 1999; Caroline van Eck, “Architecture, language, and Rhetoric 
in Alberti's De re aedificatoria”, in Architecture and Language: constructing identity in European architecture, c. 1000 - c. 1650, 
edited by Georgia Clarke, Paul Crossley, Cambridge University Press, 2000, pp.72-81. 

30 『キケロー選集』岡道男, ⽚⼭英男, 久保正彰, 中務哲郎編, 全 16巻, 岩波書店, 1999-2002. ラテン語原⽂は
すべて，ハーヴァード⼤学出版局のローブ古典叢書によった。 

31 Quintilian, the orator's education, edited and translated by Donald A. Russell, The Loeb classical library; 124-127, 494, 
Harvard University Press, 2001, 5 vols.. 

32 Pliny, Natural History, translation by H. Rackham, Harvard University Press, The Loeb classical library; 330, 352-353, 
370-371, 392-394, 418-419, 1938-1963, 10 vols. 

33 Frontinus, The stratagems and the aqueducts of Rome, translated by Charles E. Bennett, edited by Mary B. McElwain, 
translation of the aqueducts being a revision of that of Clemens Herschel, The Loeb classical library; 174, Harvard University 
Press, 1993. 

34 ⽔⾕智洋編, 前掲書, (2009), p.333. 
35 Eumenii Pro Instaurandis Scholis Oratio, in XII Panegyrici Latini, Recognovit Brevique Adnotatione Critica Instruvit R. 

A. B, Mynors, Oxford, Oxford University Press, 1964, pp. 230-243. ⻄村昌洋, 「史料翻訳・解説 オータンのエウメニウ
スによる学校再建を求める演説」, 『⻄洋古代史研究』, 第 10巻, 京都⼤学⼤学院⽂学研究科, 2010年 12⽉, pp. 75-95. 
当該演説についての解説や執筆年代などは，⻄村昌洋の前掲論⽂の pp. 75-83, や Eumenius, For the Restoration of the 
Schools, in In Praise of Later Roman Emperors The Panegyrici Latini, Introduction, Translation, and historical Commentary with 
The Latin Text of R. A. B. Mynors, C. E. V. Nixon and Barbara Saylor Rodgers, Berkeley/Los Angels/Oxford, University of 
calfornia Press, 1994, pp. 145-150, を参照した。 

36 ショエ⽒は『学校再建を求める演説』において初めて，建物の修復という意味で«instaurare»が⽤いられてい
ると述べた。 
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では«instaurare»から建物の修理・修復という意味を想像することは困難であるという本章で
の指摘の反証に当該演説がなり得るからである。 

属州総督（名称不明）やガリアの有識者，貴族などを前に，エウメニウスはオータンの修
辞学校，マエニウス学校の再建を願い出る。それが演説の概要である。その主題は学校再建
の動機について，および学校再建の⽅法についての 2 つの部分に分けられており，その演説
はキケローの『アルキアース弁護』Pro Archia (紀元前 62年) を参考にしながら組み⽴てられ
ているといわれる。また，学校の再建が演説を通して実現されたのかどうか，その後のこと
はわかっていない。マエニウス学校の「マエニウス」Maenianaeはマエニウス家のとある⼈物
がローマに初めて導⼊した建築形式 −家から外で開かれる祭りなどを眺めるためのバルコ
ニーのような構造物を備えた建築− の特徴に由来しているという説と，ローマに初めてロス
トラを設置した⼈物ガイウス・マエニウスに由来しているという説がある37。演説では
«instaurare»は以下のように⽤いられる。 

 

それどころかむしろ，元⾸たちの神のごとき鷹揚さや，その町  [オータン] の復旧 
(restitutio)，そして最良の技芸を祝うことが好ましくまた喜ばしいことであるような⼈た
ちなら，誰もが最⼤の喜びと好意で認めてくれるようなことなのですから。といいます
のも，他の建物や神殿か修゙復されている (reparare) のと同様に，かつてそのこの上なく
美しい建物と勉学研究の豊富さの故に称賛され⾼名であったあのマエニウス学校を再建
して (instaurare) いただきたいのです。38 

 

総督関下，それ故に何よりもまず，我らが皇帝ならびに副皇帝陛下らの神のごとき先⾒
と，この建物の復旧 (instauratio) のために私たちに⽰された特別な好意に従うべきです。
バタウィ⼈の反乱 [ガリア分離帝国の反乱] の略奪⾏為に悩まされてローマの元⾸ [ク
ラウディウス・ゴティクス] に援助を求めた時，⻑らくローマ⼈の兄弟という名を誇っ
ていたその町 [オータン] はその時ついに⾮常に深刻な損害によって打ち砕かれたので
すが，その時の功績に対する称賛のみでなく，同時に災いに対しても悲嘆の念を抱かれ
たが故に，陛下らはその町を建て直して (attollere) 復興しよう (recreare) となさいまし
た。その時の破滅の⼤きさでさえ，陛下らの鷹揚さを記す不滅の記念碑にとって相応し
いものであるとお考えになったのです。復旧 (restitutio) の規模が⼤きければ⼤きいほど，
再建 (restitutio) 者たちの栄光もより輝かしいものになる，と。そこで，多額の⾦銭 と，
そしてもし必要なら国庫全てとを，復旧 (reficere) さるべき神殿や公的な場のためのみ
でなく，個⼈の住宅に対しても陛下らは寛⼤にも与えてくださっています。39 

 

                                                        
37 Eumenius, For the Restoration of the School, op. cit.(1994), p. 152, ⻄村昌洋, ,前掲論⽂, 2010, p. 94. 
38 ⻄村昌洋, 前掲論⽂, 2010, pp. 84-85. (ラテン語原⽂は， Eumenii Pro Instaurandis Scholis Oratio, op.cit. (1964), p. 

231. 以下，『学校再建を求める演説』の引⽤あるいは参照ページ数の横に () 付きで併記されたページ数は，このラ
テン語原⽂テクストの当該ページとする。) «sed omnes potius quibus divina principum liberalitas, quibus urbis istius 
restitutio, quibus optimarum artium celebratio grata atque iucunda est, summo gaudio et favore suscipiant, ut Maenianae illae 
scholae quondam pulcherrimo opere et studiorum frequentia celebres et inlustres iuxta cetera quae instaurantur opera ac templa 
reparentur.» 

39 Ibid., p. 85. (p. 232.) «Ante omnia igitur, uir perfectissime, divinae imperatorum Caesarumque nostrorum providentiae 
singularique in nos benevolentiae huius quoque operis instauratione parendum est. qui civitatem istam et olim fraterno populi 
Romani nomine gloriatam et tunc demum gravissima clade perculsam, cum latrocinio Bagaudicae rebellionis obsessa auxilium 
Romani principi invocaret, non solum pro admiratione meritorum sed etiam pro miseratione casuum attollere ac recreare 
voluerunt, ipsamque ruinarum eius magnittudinem immortalibus liberalitatis suae monimentis dignam iudicaverunt, ut tanto 
esset inlustrior  gloria restitutorum qunato ipsa moles restitutionis immanior. Itaque maximas pecunias et totum, si res poscat, 
aerarium non templis modo ac locis publicis reficiundis sed etiam orivatis dominibus indulgent». 
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それ以上に，その極めて神聖な座は，この町の中にある他の何よりも美しい聖域が，そ
の中間部分の倒壊によって⻑らく損なわれることのないように，その双⽅ [アポロ神殿
とカピトリウム] の煉⽡が隣接しているが故に尊重さるべきであり，また双⽅の神性へ
の配慮から復旧さる (instaurare) べきであります。40 

 

総督閣下，私が最初に話すべきだと決めた事柄について，私は⼗分に⾔葉を尽くしたと
思います。すなわち，最善なる元⾸たちがとりわけ好意を⽰しておられるその勉学のた
めに捧けら゙れ,この町のまさに前⾯に位置し最も有名な神殿に両側から接しているその
建物 [マエニウス学校] の復旧 (instaurare) がどれほど有益でまたそうせねばならない
か，ということについて [⾔葉を尽くしたと思います]。41 

 

学校再建の嘆願のなかでエウメニウスは«instaurare»の他にも«restituere», «reparare»など
も⽤いており，«instaurare»に何か特別な意味が込められているとは考え難い。このテクスト
を読む限り 300 年頃のローマ帝国では «instaurare»が建物の修復を意味する語として
«restituere», «reparare»とともに⼀般に⽤いられていたと思われる。また，エウメニウスはキリ
スト教に触れる⼀歩⼿前の時代の⼈物であり42，このテクストに聖書的なイメージが織り込ま
れている可能性は極めて低いといえる。 

このテクストがアルベルティに与えた影響について考えてみたい。『学校再建を求める演
説』は『ラテン語賞賛演説集』Panegyrici Latini に収められている。ここにはトラヤヌス帝 

(Marcus Ulpius Nerva Trajanus Augustus, 53-117 年) に捧げられた⼩プリニウス  (Gaius 

Plinius Caecilius Secundus, 61-112年) による演説など， 100年頃から 320年ごろまでにつく
られた 12 編の演説 (ほとんどが 300 年前後の作品) が収録されている。その⼿稿は 1433 年
にジョヴァンニ・アウリスパ (Giovanni Aurispa, 1376-1459年) によってマインツの修道院で
発⾒された43。ジョヴァンニ・アウリスパはギリシャ古典に通暁する 15 世紀前半を代表する
イタリアの⼈⽂主義者で，フェッラーラを中⼼に活躍し，アルベルティとの交流があったと
考えられる。1438年から 1450年までは，ローマに住み，エウゲニウス四世並びにニコラウス
五世の書記官として活動していたことも判明している44。つまり，アルベルティがこの発⾒さ
れたばかりの演説集を⽬にした可能性は⾮常に⾼いといえ，アルベルティの«instaurare»に対
しても⼤きな影響を与えた可能性がある。本章で既に述べたように，ウィトルーウィウス，
キケロー，クインティリアヌス，プリニウス，フロンティヌスにおいて«instaurare»が建物の
修復を意味し使われることはない。また，新たにリウィウス (Titus Livius, 紀元前 59 年-17

年) の『ローマ建国史』Ab urbe condita libri CXLIIを調査したが，ここでも⾒当たらなかった。
すなわち«instaurare»がもちえた建物の修復という意味は，エウメニウスか次に述べるウルガ
タ，あるいはその両⽅にその源泉を認めることができるといえそうである。『学校再建を求め

                                                        
40 Ibid., p. 87. (p. 236.) «Quo magis est etiam sacrosancta sedes utriusque lateris veneranda confinio utriusque [late] 

numinis instauranda respectu, ne fana longe omnium in hac urbe pulcherrima labes media deformet». 
41 Ibid., p. 87. (p. 236.) «Satis me verborum facisse arbitror, vir perfectissime, de eo quod mihi ad dicendum prius 

constitueram, quam six ex usu atque officio instaurari opus illud studiis quibus optimi principes maxime favent dedicatum, in 
ipsa civitatis fronte postium, celeberrimis templis utrimque coniuncum.».  

42 ⻄村昌洋, 前掲論⽂, 2010, pp. 80-83. 
43 『ラテン語賞賛演説集』とその概説については，In Praise of Later Roman Emperors, op. cit. (1994), pp. 1-37. 
44 アウリスパおよびアウリスパとアルベルティについては，David Marsh, Lucian and the Latins Humor and 

Humanism in the Early Renaissance, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1998, pp. 30-33, Anthony Grafton, Leon 
Battista Alberti: master builder of the Italian Renaissance, Cambridge (US), Harvard University Press, 2002 (pbk), pp. 200-204. 
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る演説』において，エウメニウスが学校再建の意義を説くために強調しているのは，引⽤箇
所からも判明するように，学校という教育の場がもつ「神性」numenであり，マエニウス学校
が 2つの神殿に挟まれた場所に位置していたことの意味である45。その「神性」をアルベルティ
がどう解釈したかはわからないが，『学校再建を求める演説』は⾼貴な⼈々に対し，学校の再
建を求めるという主題であるからして，アルベルティの«instaurare»とニコラウス五世のロー
マ復興との結びつきを否定することはできないだろう。 

 

 

 

ウルガタ聖書 
アルベルティの先⼈たちが書き記した⽂書群の中で，建物の修復という意味で«instaurare»

を⽤いる最も興味深いものがウルガタ聖書である46。これは，ヒエロニムス (340年頃-420年) 

が以前から伝わる古ラテン語訳聖書を改訂・改訳し，流布した聖書のことを指す。ウルガタ
訳はトレント公会議においてカトリック教会の公認聖書となった後に，シクストゥス五世に
より 1590年に公認後初の批判校訂版が出版された。しかし誤りや⽋陥が多く含まれていたの
で，1592年にクレメンス⼋世 (Ippolito ALDOBRANDINI, 1535 - 1605年，在位 1592 - 1605

年) によってさらなる校訂版が出版された。これが，シクスト・クレメンティナ版ウルガタ
聖書と呼ばれ，現代の校訂版が出るまで普及していたウルガタ聖書である47。 

アルベルティの⼿元にどのようなテクストの聖書があったか詳細は不明であるが，実際に
読んでいた聖書は，ウルガタ聖書であったと考えるのが適当であろう。当時の聖書，例えば
1455年頃には出版された『グーテンベルグ聖書』はおそらく 13世紀のウルガタ聖書の写本を
⼿本とした可能性が⾼いと⾔われる。本稿で参照したウルガタ聖書は現代に校訂された版な
ので，アルベルティが読んでいたウルガタ聖書と異なってはいるが，中世に流布していたウ
ルガタ聖書あるいは『グーテンベルグ聖書』から現代に⾄るまでの加えられた変更や修正は
わずかであると考えられている。アルベルティが教皇庁に⻑きに渡って勤めていたことや，
彼の著作『司教』Pontifex (1437 年) から伺える彼のキリスト教に対する信仰⼼の深さだけで
なく48，パウル・オスカー・クリステラー (Paul Osker KRISTELLER, 1905 - 99年) が，ルネ

                                                        
45 ⻄村昌洋, 前掲論⽂, 2010, pp. 87-88, Eumenii Pro Instaurandis Scholis Oratio, op.cit. (1964), p. 235-237. エウメニ

ウスが«instaurare»という語をその「神性」という観点から⽤いたかどうかは定かではない。 
46 本論で⽤いたのは，Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem, adiuvantibus B. Fischer [et al.], recensuit et brevi apparatu 

critico instruxit Robertus Weber, Editionem quartam emendatam, cum sociis B. Fischer [et al.], praeparavit Roger Gryson, 
Deutsche Bibelgesellschaft, 1994, である。本書はヒエロニムス版のウルガタ聖書をできる限り純粋に再現しようとし
て出版されたものである。参考程度に以下も⽤いた。Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum, editio : Sacros. Oecum. Concilii 
Vaticani II ratione habita, iussu Pauli PP. VI recognita, auctoritate Ioannis Paulis PP. II promulgata, Editio typica altera, 
Libreria Editrice Vaticana, 1986. 

47 Raphael Loewe, “The Medieval history of the Bible”, The Cambridge History of the Bible, Vol. II The West from the 
Fathers to the Reformation, edited by G. W. H. Lampe, Cambridge University Press, 1969, pp.102-154, 和⽥幹男,「ラテン語
訳聖書の形成」,『紀要』, 第８巻, 上智⼤学キリスト教⽂化研究所, 1989年 3⽉, pp.1-14, クリストファー・ド・ハ
メル,『聖書の歴史図鑑』, 朝倉⽂市監訳, 東洋書林, 2004. 

48 アルベルティはエウゲニウス 4世，ニコラウス 5世，ピウス 2世の下で，30年以上に渡って書記官として教
皇庁に務めており，1432年以降フィレンツィ郊外のサン・マルティーノ・ア・ガンガランディ教会の聖職録付き司
祭を，さらにニコラウス 5 世の治世ではムジェッロのサン・ロレンツォ教会の聖職録付き司祭をも務めている。
Girolamo Mantini, Vita di Leon Battista Alberti, seconda edizione, Roma, ed. Bardi, 1967. アルベルティの信仰⼼について
は今後さらに追究されなければならないが，グラフトンはアルベルティの著作 Pontifex『司教』(1437 年) は，アル
ベルティが熱⼼なキリスト教徒である証左になりうると指摘している。Anthony Grafton, Leon Battista Alberti, op. cit. 
(2002), p.194. 
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サンスはキリスト教の宗教的確信の⾻格は保持されたキリスト教的時代であり，活躍した⼈
⽂主義者や君主たちが規範とした「古典」には聖書と教⽗の著作も含まれていると指摘して
いるように49，アルベルティにおいてもウルガタ聖書は重要かつ⽇常的な参照テクストの⼀つ
であったことは⾸肯される。 

ウルガタ聖書では«instaurare»は 37例現れる。そのうち 30例が建物の修理・修復を意味す
る⽂脈で⽤いられている。とりわけ歴代の王たちによるエルサレム神殿の修復について述べ
られる時は例外なく«instaurare»が⽤いられており，そのうちの 20 例は列王記・下と歴代誌
上・下に現れる。列王記・下第⼗⼆章および歴代誌・下第⼆⼗四章におけるヨアシュによる
エルサレム神殿の修復についての記述，歴代誌・下第⼆⼗九章から第三⼗五章までのヒゼキ
ヤ，マナセ，ヨシアそれぞれの王による神殿の修復についての記述である。さらにはゼルバ
ベルとヨシュアによるエルサレム神殿の再建，いわゆる第⼆神殿の建設について述べるエズ
ラ記第四章・第五章にも«instaurare»が⽤いられている。⼀⽅で«restituere»の⽤例は 69例あり，
その中で，「修復」と解釈できる⽤例は，列王記・下第⼀四章に 1例⾒られるのみである。こ
の箇所は神殿の修復について述べたところではない。⼀⽅の«restituere»は，ウルガタ聖書に
おいて限定的な⼀つのイメージを想起させるような使われ⽅はしていない。 

 

 

 

イシドールスとフラバヌス 
セビリャのイシドールス  (Isidorus Hispalensis, 560 年頃  - 636 年 ) とフラバヌス 

(Hrabanus Maurus, 780 - 856年) の著作についてはオナイアンズも指摘するように，アルベル
ティの⽤語法という点で検討する必要がある50。本節では，イシドールスの『語源』Etymologiae51 

(c. 637年)とフラバヌスの『万物について』De universo52 (あるいは『事物の本性について』De 

rerum naturisとも呼ばれる，c. 842 - c. 847年）を取り上げる。『万物において』では 9例，『語
源』では 4例，«instaurare»の⽤例が確認できる。注⽬に値する⽂章は，『語源』の第⼗九書「船，
建造，服飾について」における，“De constructione”の項⽬である。以下に引⽤するごく短い
⼀節の中に«instaurare»が三度現れており，この記述をフラバヌスは『万物について』でその
まま引⽤している。 

 

建物 (aedificatio) は建設 (constructio)と修復 (instauratio) からなる。建設は新しく建物
                                                        

49 P. O. クリステラー,『ルネサンスの思想』, 渡辺守道訳, 東京⼤学出版会, 1977, pp.95-122. さらにこのクリ
ステラーの⾒解は，ダミコにも認められる。ダミコはとりわけローマにおける⼈⽂主義者たちと教皇庁の密接な関
係や⼈⽂主義者とキリスト教や神学の関係などについて論じている。John F. D'Amico, Renaissance humanism in papal 
Rome: humanists and churchmen on the eve of the Reformation, Johns Hopkins University Press, 1983. また，アルベルティと同
時代のヒューマニストであるジャンノッツォ・マネッティやロレンツォ・ヴァッラによってギリシャ語やヘブライ
語からラテン語へ聖書の翻訳が試みられている。 

50 多⾓形の平⾯にオーダーをどのように⽤いるか，あるいは柱列がいかに壁に類⽐されるかという De re 
aedificatoriaでの議論や，⼈体と建築との類⽐などは中世の典拠によるものであり，イシドールスとフラバヌスの著
作の影響が強いとオナイアンズは，述べている。ジョン・オナイアンズ，『建築オーダーの意味』，前掲書 (2004), pp. 
161-163. 

51 Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarvm sive originvm libri XX, recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit W.M. 
Lindsay, Oxford, 1911, 2 vols. 執筆年代等については，岩村清太，『ヨーロッパ中世の⾃由学芸と教育』, 知泉書館, 2007
年, pp. 53-65. 

52 Hrabanus Maurus, De universo libri XXII, Ed. J. P. Migne, Patrologia Latina, vol. 111, 1864. 執筆年代等については， 
岩村清太, 前掲書 (2007), pp. 223-231. 



第 1章  De re aedificatoria第⼗書«operum instauratio»における«instaurare»の意味 

   38 

をたてることであり，«instauratio»は元の状態に修理する (reparo) ことである。昔の⼈々
は«instar»という語を「類似・元の状態」という意味で⽤いた。したがって修復を
«instaurare»というのである。53 

 

このイシドールスの«instaurare»の定義をアルベルティが受け継いだことを⽰す資料はない。
しかしここで，建物を修理・修復するという意味で«instaurare»が⽤いられていることは，ウ
ルガタ聖書と同様，古代ローマの著作の中では⾒られなかったことである。また，『語源』第
⼗五書には，「ヘロデはサマリアを再建 (instaurare) しアウグストゥスの栄誉をたたえ，この
街をギリシャ語でセバステと呼んだ」54とあり，この«instaurare»は，ウルガタ聖書で⽤いられ
る«instaurare»の⽤例と類似する。⼀⽅の«restituere»は，『語源』で 10 例あらわれるが，神殿
や町の再建や修復という意味で⽤いられている例はない。 

 

 

 

フラーヴィオ・ビオンド『ローマ復興』 
フラーヴィオ･ビオンド (Flavio BIONDO, 1392 - 1463年) はアルベルティと同じくエウ

ゲニウス四世 (Gabriele CONDUMEL, 1383 - 1447年, 在位 1431 - 47年)，ニコラウス五世 

(在位 1447 - 55年)，ピウス⼆世 (Enea Silvio PICCOLOMINI, 1405 - 1464年, 在位 1458 - 64

年)の秘書官を務めた55。またヴァザーリやビオンド⾃⾝の著作から伺えるように，彼はアル
ベルティと親密な交流を持っていた56。彼の著作の中で歴史に関するものとして，『ローマ帝
国の衰退からの歴史』Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii decadeと『イタリア古代紀⾏』
Italia illustrataがある。前者は，ローマ滅亡後の千年間を，イタリアにおけるピピンの出現で
ある七五⼆年までの混乱と衰退の時期と，その後都市が再建されて，平和な市⺠⽣活が送ら
れる現在に⾄るまでの⼆つの時期に区分しながら歴史を語るというものである。後者は古代
ローマ地誌である。 

エウゲニウス四世に献げられた『ローマ復興』Roma instaurata57(1444 - 46年) は当時のロー
マがどのような様⼦であったかを教えてくれる貴重な第⼀級の歴史史料として今⽇に伝わる。
ビオンドは本編を三書構成とし，さまざまなローマの都市建築や⾵景を細かく分類し記して
いる。古代ローマの神殿，宮殿，記念⾨，教会堂，浴場，広場，⽔道設備，⼭，丘などの⾃

                                                        
53 «Constructio est laterum et altitudinis aedificatio. Constructio autem vel instructio vocata eo quod instringat et 

cohaerere faciat, ut lapides luto et ligna et lapides invicem sibi. Nam et intinctio ferri in aqua instrictura est; nisi enim candens 
tinguatur, stringi et cohaerere non potest ferrum. Item constructio a multitudine lapidum et lignorum dicta; unde et strues. 
Aliud est enim aedificatio, aliud instauratio; nam aedificatio nova constructio est, instauratio vero quod reparatur ad instar 
prioris. Nam instar veteres pro similitudine ponebant: inde et instaurare dicebant. » Isidori Hispalensis, op. cit., Libri XIX, p. x. 
本⽂中の和訳は筆者によるもの。この引⽤でイシドールスが述べている«constructio»について，次の論⽂で議論され
ている。⾶ヶ⾕潤⼀郎,「ウィトルウィウスのフィルミタスの⽤法と中世初期までのその変遷について」, ⽇本建築
学会計画系論⽂集, 第 588号, 2005年 2⽉, pp. 211-216. 

54 和訳は筆者による。«Quam postea Herodes a fundamentis instaurans in honorem Augusti Augustam, id est 
Sebastiam Graeco sermone, vocavit.» Isidori Hispalensis, op. cit. (1911), Libri XV, p. i. 

55 ノガーラがビオンドの⼈⽣や彼の著作について解説している。Bartlomeo Nogara, Scritti Inediti e Rari di Biondo 
Flavio, con introduzione di Bartolomeo Nogara, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1927, pp. XIX-CLXXXIII. 

56 Giorgio Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, vol. 2., Istituto Geografico de Agostini, 1967, 9 vols., 
p.413. (ジョルジョ・ヴァザーリ, 『ルネサンス彫刻家建築家列伝』, 監訳: 森⽥義之, ⽩⽔社, 1989, p.210), Biondo 
Flavio, Italy illuminated, edited and translated by Jeffrey A. White, vol. 1, Harvard University Press, 2005, pp. 188-192. 

57 Roma instaurata は以下の著作に収容されたテクストによる。Cesare D’onofrio, Visitiamo Roma nel Quattrocento – 
La città degli Umanisti -, Roma, Romana Società Editrice, 1989, pp. 93-268. 
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然⾵景，のように分類されている。例としてパンテオンについての記述を引⽤する。 

 

パンテオン 

後で説明すると述べていたパンテオンの項⽬にたどり着いた。これは，建物正⾯の碑⽂
に書いてあるようにアグリッパによるものであった。プリニウス博物誌第三⼗四書には
「アグリッパによってたてられたパンテオンの柱頭はシラクサの（⾦属に似た素材をつ
かった）ものである」と書かれている。この神殿は，スパルティアヌスと呼ばれ，ロー
マ皇帝ハドリアヌスによって再建 (instaurare) された。さらに，ファサードの碑⽂のあ
まり⼤きくない字で彫られたものによると，セプティミウス，そして，マルクス・アウ
レリウス･アントニウスによっても修復 (instaurare) された。……58 

 

この著作の執筆動機は序⽂にあるように，⽇に⽇に古代ローマの建造物群が壊されていく現
状に対する抗議であった。このように古代ローマの建築群の消失を嘆く様⼦は，ビオンドだ
けでなく，アルベルティや，ポッジョ・ブラッチョリーニ (Poggio BRACCIOLINI, 1380 - 1459

年) にも⾒て取ることができ，ペトラルカ (Francesco PETRARCA, 1304 - 74年) にまで遡る
ことが出来る。こうした嘆きの中にあって，教皇エウゲニウス四世の⼿で再び栄光のローマ
を甦らせようというのが，『ローマ復興』の意図であった。 

この書の中の«instaurare»は全 30例である。エウゲニウス四世によるボルゴ地区，ヴァティ
カンの市壁，市内の道路などの修復や改修計画について述べているところで，«instaurare»が
多く⽤いられており，教皇あるいは古代ローマ皇帝により，建物が修復・再建されたことを
⽰す時に«instaurare»を⽤いる傾向が全体を通して⾮常に強い。道路の修復計画を述べたとこ
ろで«instaurare»が⽤いられているのはアルベルティが第⼗書で⽔道について多くを述べてい
ることとの関係で⽰唆的であるかも知れない。他⽅，«restituere»は 7 例⽤いられているが，
«instaurare»と«restituere»の使われ⽅の明確な差異は，ビオンドのこの著作においては認めら
れない。しかし，«restituere»の場合，他⽂献からの引⽤箇所で⽤いられている場合が 3 例含
まれていることからも，«instaurare»が「修復」という⽂脈においては圧倒的多数回にわたっ
て⽤いられていることは事実であり，ビオンドの«instaurare»は皇帝や教皇などの権⼒者によ
るモニュメントの修復を指していると⾔えるだろう。 

 

 

 

 

 

聖書を連想させる語«instarurare» −ニコラウス五世のローマ復興の手引き書としての
第十書− 
以上⾒てきたように，«instaurare»という語が建築に関係した⽂脈で頻繁に⽤いられるのは

ウルガタ聖書を待たなくてはならない。そしてこの語はイシドールスの『語源』を経て，ビ
                                                        

58 Ibid., p.248. 和訳は筆者。また，() 内は筆者による補⾜である。原⽂は以下。«Pantheon quod templum describere 
supra polliciti fuimus a Marco Agrippa aedificatum fuisse titulus in frontispicio adhuc ostendit. Plinius libro XXXIIII scribit: 
««Syracusana sunt in Pantheo capita columnarum a Marco Agrippa posita»» (34.13). Id templum Spartianus dicit ab Hadriana 
instauratum fuisse, et minores in frontispicio literae edicent eandem instaurationem a Septimio et M. Aurelio Antonino fuisse 
factam.» 



第 1章  De re aedificatoria第⼗書«operum instauratio»における«instaurare»の意味 

   40 

オンドの『ローマ復興』の«instaurare»へと受け継がれていったと思われる。聖書の«instaurare»

は，王あるいは皇帝による聖地エルサレムの建築や都市の修復や再建を想起させる語である。
⼀⽅の『ローマ復興』の«instaurare»は，歴代の教皇や皇帝たちによる都市ローマ復興を想起
させる。この 2 つの«instaurare»の間に⼀定の影響関係を認めるならば，全キリスト教世界に
君臨する教皇の都ローマの復興はキリスト教の聖地エルサレム復興と重ね合わせられていた
のかもしれない。 

このようなローマを「神の国」に仕⽴て上げる意図を持ったローマ復興計画は，ニコラウ
ス五世の都市計画に⾊濃くみることができる。ジャンノッツォ・マネッティ (Giannozzo 

MANETTI, 1396 - 1459年) が記した『ニコラウス五世の伝記』De vita ac gestis Nicoai V summi 

pontificis (1455年) によると，教皇の計画は 5つの柱で成り⽴っていた59。⼀つ⽬は廃墟と化し
たローマの市壁の修理，⼆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，三
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，四つ⽬がヴァティカン宮の拡張，最後の五つ⽬はサン・ピ
エトロ⼤聖堂の修復である。 

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，この計画を実⾏した
うちの⼀⼈と思われるベルナルド・ロッセリーノをヒラムに⾒⽴てており60，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61。『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」
としてのエルサレムをモデルとしていた。 

ニコラウス五世によるローマ復興案については，アルベルティの関与が指摘されてきた。
ゲオルグ・デヒオ (Georg DEHIO, 1850 - 1932年) が初めてそれを提唱した研究者であり，

                                                        
59 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, である。その他の校訂版として，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. がある。マネッティは，ニコラウス五世によるローマ都市計画をかなり詳しく描いており，Torgil 
Magnuson, Studies in Roman Quattrocento Architecture, Almqvist & Wiksell, 1958, pp.351-362. に『ニコラウス五世の伝記』
のうち，都市計画についての記述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。邦語⽂献では⽣⽥圓がルネサンス期ローマ最初の都市計画者と
してニコラウス五世を紹介している。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, Torgil 
Magnuson, Studies in Roman Quattrocento Architecture , 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, Philadelphia, Pennsylvania State University 
Press, 1974. 

60 根拠とする⼀節は以下。Christine Smith and Joseph F. 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.» 

61 根拠とする⼀節は以下。«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.» ところで，
De re aedificatoria 第四書，第五書の船 (navis) の修理についての記述では，«instaurare»が⽤いられている (Leon 
Battista Alberti, L'archite ttura, op. cit. (1966), p.330, p.394). この船をノアの⽅⾈のメタファーと考えるならば，
«instaurare»がキリスト教的⾊彩をもつことの証左となりうるであろう。 
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ウェストフォール  (Carroll William WESTFALL, 1937 年  - ) やマグナスン  (Torgil 

MAGNUSON, 1922 - 1979年) は主張の違いが多少⾒られるが，教皇のローマ復興へのアル
ベルティの関与を認めている62。彼らは，ヴァザーリやマッティア・パルミエーリ (Mattia 

PALMIERI, 1432-83年) の著作『同時代史』 De temporibus suis (1480-82年ごろ) を根拠にし，
教皇の計画の助⾔者としてのアルベルティの役割を強調した。例えば，ヴァザーリは次のよ
うに書いている。 

 

レオン・バッティスタがローマに居を構えたのは，ニコラウス五世の時代であった。こ
の法王はその建設事業によってローマ全体をてんやわんやの状態に陥れていたが，アル
ベルティは親友のビオンド・ダ・フォルリを介してこの法王の知遇を得た。法王はそれ
まで，フィレンツェ⽣まれの彫刻家で建築家のベルナルド・ロッセルリーノを建設事業
の顧問にしていた。このことについてはその兄弟アントーニオの伝記で述べるつもりで
ある。この⼈物は，すでに法王宮殿の改修⼯事とサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂で
のいくつかの仕事を⼿がけていたが，これ以降は，法王の要望通り，常にレオン・バッ
ティスタの助⾔を仰ぐようになった。法王は，この⼆⼈のうち⼀⼈を助⾔者として，他
の⼀⼈を施⼯者として⽤いることによって，多くの有益で賞賛に値する事業を成し遂げ
たのである。例えば，破壊されていたアックア・ヴェルジネの⽔路は修復され，今なお
その場に⾒られるあの⼤理⽯装飾を付した噴⽔が，トレヴィ広場に造られた。噴⽔の装
飾には，かの法王とローマ市⺠の紋章が表されている63。 

 

さらに，パルミエーリも引⽤しておこう。 

 

教皇は，聖ペテロを祝福のためにより装飾された⼤聖堂−それは⾮常に深い基礎と 13
ウルナ (尺) の壁が聳え⽴っていた−を建設したいと願っていた。しかしながらこの⼤
きな企ては，まず古代建築と⽐較・検討するべきであるというレオン・バッティスタの
アドバイスによって，中断された。そして，教皇の早すぎる死により，教会堂は完成を
みなかった。このレオン・バッティスタ・アルベルティは，鋭く機敏で有能な⼈物で，
学問と⾃由⽂芸に精通していた。建築についての広範な書物を⾃ら完成させ，教皇に献
呈した。64 

 

⼀⽅で，タフーリは，ウェストフォールの『この最も完全なる楽園』のイタリア語訳に添え
た解説で，上記の⾒解に異議を唱えている。ニコラウス五世のローマ都市計画にアルベルティ
                                                        

62 Georg Dehio, “Die Bauprojekte Nikolaus des Fünften und L. B. Alberti”, in «Repertorium für Kunstwissenschaft», 3, 
1880, pp. 241-275; Torgil Magnuson, Studies in Roman Quattrocento Architecture, op. cit. (1958), Carroll William Westfall, In 
this most perfect paradise, op. cit. (1974) 

63 ヴァザーリ, 前掲書 (1989), pp. 210-211. (Giorgio Vasari, Le vite, op. cit., vol.2. (1967), pp. 413-414.) «Capitando 
Leon Batista a Roma, al tempo di Nicola Quinto, che aveva col suo modo di fabricare messo tutta Roma sottosopra, divenne, 
per mezzo del Biondo da Furlì suo amicissimo, familiare del Papa, che prima si consigliava nelle cose d'architettura con 
Bernardo Rossellino scultore et architetto fiorentino, come si dirà nella vita d'Antonio suo fratello. Costui, avendo messo mano 
a rassettare il palazzo del papa et a fare alcune cose in Santa Maria Maggiore, come volle il Papa, da indi inanzi si consigliò 
sempre con Leon Batista. Onde il Pontefice col parere dell'uno di questi duoi e coll'esseguire dell'altro, fece molte cose utili e 
degne di esser lodate; come furono il condotto dell'acqua vergine, il quale essendo guasto si racconciò; e si fece la fonte in sulla 
piazza de' Trievi con quelli ornamenti di marmo che vi si veggiono, ne' quali sono l'arme di quel Pontefice e del popolo 
romano.» トレヴィの泉については，図 1-1, 1-2, も参照されたい。 

64 Mattia Palmieri, De temporibus suis, edited by Joseph Tartinius, in Rerum Italicarum Scriptores, I, A. Forni, 1975-1983 
(reprint), p.241. «Pontifex ornatiorem Beato Petro Basilicam condere volens, altissima jact fundamenta murumque ulnaum 
tredecim erigit, sed magnus opus, ac cuivis veterum aequandum primo Leonis Bapstitae consilio intermittit; mors deinde 
immatura disrupit. Leonis Baptista Albertus vir ingenio praedictus acuto, et perspicaci, bonisque artibus, et doctrina exculto, 
eruditissimos a se scriptos de architectura libros Pontifici ostendit. » 
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は関与しなかったと述べているのである65。タフーリは，マネッティによるニコラウス五世の
伝記にアルベルティの名前がなく，ベルナルド・ロッセリーノの名前のみが出ていることを
重視する。そして，アルベルティの政治的意図が込められた，寓意に満ちた作品である『モ
ムス』Momus (1450年頃) や，時の教皇ニコラウス五世に対して反旗を翻し，共和国としての
ローマ再興を⽬論んだものの，教皇に捕まり処刑されたステファノ・ポルカリ  (Stefano 

PORCARI, ? - 1453) についての著作『ポルカリの陰謀について』De Porcariana coniuratione (1453

年) において，アルベルティが君主や権⼒者を批判的に⾒ていることから，彼はニコラウス
五世を好意的に思っていなかったとタフーリは述べる。この⾒解は，近年多数の研究者によっ
て⽀持されており66，アルベルティがニコラウス五世によるローマ復興に参与したのかどうか，
議論は⼆つにわかれている。しかし，アルベルティ⾮関与説を主張するスミス (Christine 

SMITH, ? ) は，De re aedificatoriaの少なくとも第⼀書，第⼋書と第⼗書はニコラウス五世が
ヴァティカンの改修を⾏っている時にニコラウス五世に献上された可能性が⾼く，アルベル
ティはニコラウス五世の側近であり教皇に対し影響をもった⼈物であることは間違いないと
指摘している67。教皇庁に職を得ていた当代きっての⼈⽂主義者であるアルベルティがニコラ
ウス五世の計画に対し⼀定の影響⼒を持ったと考えるのは不⾃然ではない68。 

ニコラウス五世のローマ復興計画という⽂脈の中でアルベルティを捉えるならば，第⼗書
において，なぜ唐突に壁の修理について書かれ，サン・ピエトロ⼤聖堂の修復に関する記述
が⾒られるのかという疑問は氷解するように思える69。しかし⼀⽅で，ヴァザーリが述べるよ
うに，ニコラウス五世によるローマの治⽔にアルベルティが実際に関わっているにしても，
De re aedificatoria第⼗書の⼤半を占める⽔についての記述全てを，エルサレム復興とのアナロ
ジーで語られるニコラウス五世のローマ復興計画を明確に意図したものであると⾔い切るこ
とはできない。すなわち，第⼗書の⼤半を占める⽔の性質や⽔理学，そして⽔道についての
記述がキリスト教的な意味を持つのかの検討なくしては，«instaurare»を「神の国としてのロー
マ復興」と解釈することはできないだろう。しかし少なくとも，アルベルティが第⼗書のタ
イトルとして⽤いた«instaurare»は，建物の修理・再建・修復などと関連させて⽤いられた場

                                                        
65 Manfredo Tafuri, “Cives esse non licere. La Roma di Nicolò V e Leon Battista Alberti: Elementi per Una Revisione 

Storiografica”, in Carroll William Westfall, L'invenzione della città. La strategia urbana di Niccolò V e Alberti nella Roma del ’400, 
Tradotto di Paola Violani, con Una Introduzione di M. Tafuri, Roma, Carocci, 1984, pp. 13-39. 本論ではその後論⽂集に
採録されたものを使⽤した。Manfredo Tafuri, “‘Cives esse non licere’. Niccolò V e Leon Battista Alberti.”, Ricerca del 
Rinascimento : principi, città, architetti, Giulio Einaudi editore, 1992, pp.33-88. 

66 Charles Burroughs, From signs to design: environmental process and reform in early Renaissance Rome, MIT Press, 1990; 
Charles Burroughs, “Alberti e Roma”, in Joseph Rykwert e Anne Engel, op. cit. (1994), pp.134-157; Stefano Borsi, Leon 
Battista Alberti e Roma, Fondazione Spadolini Nuova antologia, Polistampa, 2003; Christine Smith and Joseph F. O'Connor, 
Building the Kingdom, op. cit. (2007). 

67 Christine Smith and Joseph F. O'Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp.191-223 
68 アルベルティの関与を裏付ける具体的な計画案や教皇庁の⽂書資料やヴェドゥータが⾒つかっていないの

は確かではあるが，グラフトンも語るように，パルミエーリの記述に対する信頼性や状況証拠を鑑みるとやはりア
ルベルティの関与がそこに認められるのが妥当であるとも考えられる。Anthony Grafton, Leon Battista Alberti, op. 
cit.(2002), pp. 293-330. 

69 ロッツは，ユリウス⼆世のもとでブラマンテが計画したサン・ピエトロ⼤聖堂再建計画を描いたメダルに「聖
ペテロの⼤聖堂の復興 TEMPLI PETRI INSTAURACIO」と彫られていることについて，«instauratio»は古い⼿本や
初期の⼿本の再建を意味していると述べている。⼀⽅，ブルスキはユリウス⼆世によるサン・ピエトロ⼤聖堂再建
の意図は，キリスト教的な象徴に満ちていたニコラウス五世の再建計画と⼤きく変わるものではないと指摘してい
ることから，メダルに刻まれた«instauracio»も，本稿で指摘するようなキリスト教的な意味を含意しているといえる
のではないだろうか。ヴォルフガング・ロッツ, 『イタリア・ルネサンス建築研究』, ⾶ヶ⾕潤⼀郎訳, 中央公論美
術出版, 2008年, pp. 282-283, アルナルド・ブルスキ, 『ブラマンテ−ルネサンス建築の完成者−』, 稲川直樹訳, 中央
公論美術出版, 2002年, pp. 226-227. 



第 1章  De re aedificatoria第⼗書«operum instauratio»における«instaurare»の意味 

 43 

合，単に建物の修復を意味するのではなく，ウルガタ聖書を連想させるような，キリスト教
的⾊彩をもつ語であることは理解され得ると思う。 

 

 

 

 

 

«instaurare»と«emendare»のアルベルティの使い分けについて 
最後に«instaurare»の類義語の«emendare»について，整理しておきたい70。«instaurare»は単

に建物の修復を意味するのみで，前節まで述べてきたような含意はなく，アルベルティによっ
て«emendare»と同じように⽤いられているとショエ⽒に指摘を受けたからである。De re 

aedificatoriaにおいて例えば«emendare»は次のように⽤いられる。() 内は筆者による。 

 

われわれは不格好からくるすべての⽋陥 (vitium) を特に取り除くべきであるといった
から，その点できわめて重要な⽋陥 (vitium) から，まず明⽰しよう。⽋陥 (vitium) の
うちあるものは判断の選択におけるように，熟考や知恵によって⽣れ，あるものは⼿細
⼯の作品のように⼿によって⽣まれる。配慮や判断の誤り，さらに最初に犯した過失は
その性質上，時間的にも⼀層重⼤であり，⽣じてしまった過失は後からでは補正し難い 
(emendabilis)。71 

 

改築すべき (emendare) ⼯事の⽋陥 (vitium) を次に論究するとすれば，⼈の⼿で改めら
れる (emendare) ⽋陥 (vitium) が⼀体何か，どんなものか，ということを考えねばなら
ない。例えば医者が多くの場合，病状の認知に基づいて薬剤を定めるのと同様である。
公私とも同様であるが，建築物の⽋陥 (vitium) は，⼀つには建築家によって，あたかも
植え付けられ発⽣させられたようなものが有り，他には外から持ち込まれたものが有る。
またさらに，これらのうち，あるものは⼯夫や技術で修復 (emendare) 可能であり，他
のものは完全に修理 (emendare) 不可能である。72 

 

しかし外の原因による⽋陥 (vitium) はすべて，改修 (emendare) 不可能というのではな
い。また建築家に起因する⽋陥 (vitium) が常に修理 (emendare) 可能なものという訳で
もない。根本的な⽋点や，あらゆる部分で完全に形を損じているものは修理 (emendare) 
を受けつけない。またすべての線を消して，やり直さねばならないような⽋陥を持つも
のであれば，同じく取り壊して新しく作った⽅が修理 (emendare) よりましである。73 

                                                        
70 この類義語の違いについては，「「instaurare」，「emendare」，「restituere」の De re aedificatoria における⽤例」

として，著者の修⼠論⽂の⼀部として取り上げた。それを整理した上でもう⼀度議論を展開している。岡北⼀孝, 「ア
ルベルティの建築保存・修復についての考え⽅に関する研究— emendareと instaurareという語を通した考察 —」, 京
都⼯芸繊維⼤学⼤学院⼯芸科学研究科造形⼯学専攻・平成 19年度学位審査論⽂, 2008年 3⽉. 

71 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 291. (pp. 839-841) « Principio quidem, quod vitiaomnia deformitatis longe 
fugienda fore diximus, vitia idcirco praesertim gravia in medium orpferemus. Vitiorum alia ex consilio ac mente, uti iudicium 
electio, alia ex manu, uti ea, quae fabrili opere tractantur. Consilii iudiciique errores, atque paccata priora, sunt natura sui et 
tempore atque in se magis graves atque item post commissum peccatum caeteris longe minus emendablis. Ergo ab his 
ordiemur.» 

72 Ibid., p. 301. (p. 869.) « Si de operum vitiis emendandis deinceps disputandum est, considerasse oportet, quaenam ea 
quidem et qualia sint vitia, quae manu hominum emendentur. Sic enim et physici arbitrantur maximam remediorum partem ex 
morbi cognitione pendere. Aedificiorum vitia cum publicorum tum privatorum alia ab architecto sunt veluti insita atque innata, 
alia importantur aliunde; et rursus horum alia emendari arte possunt et ingenio, alia penitus ementadi nequeunt.» 

73 Ibid., p. 302. (p. 871.) « Sed non omnia, quae importantur aliunde, vitia talia sunt, ut emendari nequeant; neque ab 
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アルベルティは「⽋陥 (vitium) の修復 (emendare)」という表現をとっている。実際，De re 

aedificatoriaにおいてこのような形式で«emendare»が⽤いられている例はかなり多く，確かに建
築の修復を指す語として«emendare»を捉えることができる。その点でも，«instaurare»の類義
語と考えることができるが，«emendare»は他に次のようにも⽤いられる。アルベルティの著
作では，読者に対して，著書のなかに含まれるであろう誤りについて「訂正」されることを
願うフレーズがしばしば登場する。そこで«emendare»が⽤いられるのである。例えば，『⽂学
研究の利益と損失』De commodis litterarum atque incommodisでは， 

 

兄さん，−もし僕が『エフェボス』における君⾃⾝の⾔い回しを借⽤できるなら−どう
かこの僕の書物をよく読み，君の判断によってそれを訂正・変更し，君の校訂によって
それをより魅⼒溢れ，価値のあるものにしてくださいね。74 

 

とあり，その他，『絵画論』75や『聖ポティトゥス伝』 Vita S. Potiti76，『家族論』77などにも⾒
受けられる。 

⽂献の校正はルネサンス期重要な役割を担った。この場合の校正とは，⽂法上の誤りや綴
りの間違いを訂正するだけでなく，創造的校正といえるような，現代の感覚からすれば改竄
にも値するような内容の書き替えも含んでいた78。こうした⽂献校訂の考え⽅が建築設計にも
取り込まれた可能性は否定できない。アルベルティは， 

 

その他，⾔語研究においてなされるように勉学することが望ましいと思う。すなわち，
あらゆる権威者のものはもちろん，優れた⽂書でなくても，それが模倣⽂書でなく⾃⼒
で書いたものなら，それらをすべて読み研究した⼈でない限り，誰も⽂字の仕事に没頭
したとは⾒なさないであろう。それと同様に，著名な⼈々が⼀致して認める作品が有れ
ば，それがいかに多くどこに有ろうと，できる限り⼊念に観察し，線に描き，数値を書

                                                                                                                                                                      
architecto si quod aderit vitium, tale sempre erit, emendari ut queat. Corrupta enim funditus et omni ex parte penitus 
depravata emendationes non suscipiunt. Quae possunt meliora, ea quidem non emendantur magis quam, ut nova illic facias, 
demoliutur.» 

74 レオン・バッティスタ・アルベルティ, 「⽂学研究の利益と損失」, 池上俊⼀訳, 『原典 イタリア・ルネサ
ンス⼈⽂主義』, 池上俊⼀監訳, 名古屋⼤学出版会, 2010, p. 340. 原⽂は以下．«Tu vero (ut tuo in Ephebis utar dicto), mi 
frater, relege hunc nostrum libellum, corrige, immuta tuo quidem arbitratu, emendationeque tua inventionem nostram effice 
gratiorem ac digniorem.» (Leon Battista Alberti, De commodis litterarum atque incommodis, a cura di Laura Goggi Carotti, 
Nuova collezione di testi umanistici inediti o rari, 17, Firenze, Leo S. Olschki, 1976.) 

75 「恐らく将来，われわれの書いた誤りを訂正してくれる⼈が現れるだろう。」 (レオン・バッティスタ・ア
ルベルティ, 『絵画論』, 三輪福松 訳, 中央公論美術出版, 1992, p. 75.) «Aderunt fortasse qui nostra vitia emendent et in 
hac praestantissima et dignissima re longe magis quam nos possint esse pictoribus adiumento.», (Leon Battista Alberti, Opere 
Volgari, a cura di Cecil Grayson, vol. 3, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1973, p. 107), 加えて俗語版ブルネレスキへの序⽂，
「それではどうか丁寧に僕の本を読んで下さい。そして何か訂正すべき事があるようでしたら，なおして下さい。」 
(『絵画論』p. 7), «Piacciati adunque leggermi con diligenza, e se cosa vi ti par da emendarla, correggimi.» (Opere Volgari, p.8), 
「あら探し屋にかれこれ⾔われないため，まず第⼀に君がなおしてくれることを願っている次第です。」(『絵画論』, 
p. 7), «io in prima da te desidero essere emendato per non essere morso da' detrattori.»(Opere Volgari, p.8). 

76 『聖ポティトゥス伝』の ビアジオ・モリン (Biagio MOLIN, 1380-83 – 1447年以前)への献辞より。「私はこ
の作品をできる限り急いで仕上げました。そしてあなたが私のこの成果を最初に⽬を通す⼈であるので，読んで校
正していただいて，続いて果たされるべき公正な評価をお願いしたく存じます。」«Tu meorum studiorum primicias (ut 
aiunt), quam primum aliquid scripsero, videbis et emendabis; deinceps vero quid agendum censeas imperabis.» (Leon Battista 
Alberti, Opuscoli Inediti di Leon Battista Alberti, Musca , Vita S. Potiti, a cura di Cecil Grayson, Pisa, Edizioni della Normale, 
2005, p.64.) 

77 「私は，この作品を読んで訂正する多⼤の労を担ってくれるよう求めるからには」 (『家族論』第三書序⽂, 
レオン・バッティスタ・アルベルティ, 『家族論』, 池上俊⼀／徳橋曜 訳, 講談社, 2010, p.237) ，« ove io dimanderò 
da te che tu duri fatica in emendarmi» (Leon Battista Alberti, I Libri della Famiglia, a cura di Ruggiero Romano e Alberto 
Tenenti. Nuova Edizione a cura di Francesco Furlan, Torino, Einaudi, 1994, p.165. 

78 Anthony Grafton, Leon Battista Alberti, op.cit. (2002), pp. 53-55. 
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き留めるであろうし，⾃分の⼿元で模型や原型を作ろうとするであろう。⼀⽅，特に最
⼤級の威厳に満ちた作品を作り出したものに⽤いられていた個々の事物の配列，場所，
種類および数について研究し再考する。また実に多額の⽀出を管理していたのであるか
ら，その名誉たる住⺠たちが何であったかを推論しようとする。79 

 

と述べるように，⽂章を推敲し書き連ねることと建築を設計することのあいだにアナロジー
を⾒いだしていた。そのアナロジーが«emendare»に込められていると考えられ，それが
«instaurare»と«emendare»の違いではないかと考えられる。さらに，引⽤した例からも明らか
なように，アルベルティは「⽋陥  (vitium) の修復  (emendare) 」という表現で数多く
«emendare»を⽤いている。アルベルティは建築創作における多様性の価値を認めながらも，
«vitium»という語で表現される「⽋陥」に関しては⾮常に厳しくとがめている。例えば，第九
書第 5 章においてアルベルティは美の概念について論じているが，美は認識する側の判断に
より異なるため，美について明確に定義づけることは難しいとアルベルティは⾔う。しかし
⼀⽅で，⽋陥は誰もが知覚することができ，それを卑しまないものを誰もいないと述べる。
そして，アルベルティは⽋陥が⾒当たらない場合に，形«forma»・威厳«dignitas»・美«venustas»

を満たし，それを「適切な«decet»」状態と呼んでいる。この適切さはすぐ次の段落で，
«concinnitas»として説明される。 

 

理論的⽅法を余すところなく包含する顕著なものが三つ有る，ということである。すな
わち，数，仕上⾯の輪郭と呼ぶもの，および配置である。しかし，これらすべてが固く
合し組み込まれた場合には，さらに何かあるものが有り，それによって美しさの全貌が
不思議に際⽴つ。その何かを均整 (concinnitas) と呼ぼう。そしてその同じものはあらゆ
る優雅と気品の養⼥である，といおう。確かに均整 (concinnitas) の役割と使命は，⼀般
に相互間でばらばらである諸々の部分を，⼀種の理論的⽅法で以って完全に，それらが
相互に視覚的に対応するように構成することである。80 

 

建物の⽋陥をめぐる De re aedificatoria の議論は本論第五章で詳しく展開する。ただ，De re 

aedificatoria において«emendare»は«instaurare»とは違い，建築の創作態度につながる⽂脈で⽤
いられることが多いといえ，アルベルティが«instaurare»と«emendare»を使い分けていること
は理解されうるのではないだろうか。

                                                        
79 アルベルティ, 前掲書 (1982), pp. 296-297. (pp. 855-857.) « Caeterum sic gerat velim sese, uti in studiis litterarum 

faciunt. Nemo enim se satis dedisse operam litteris putabit, ni auctores omnes etiam non bonos legerit atque cognorit, qui 
quidem in ea facultate aliquid scripserint, quam sectentur. Sic istic, quotquot ubique aderunt opinione et consensu hominum 
probata opera, perquam diligentissime spectabit, mandabit lineis, notabit numeris, volet apud se diducta esse modulis atque 
exemplaribus: cognoscet repetet ordinem locos genera numerosque rerum singularum, quibus illi quidem usi sunt praesertim, 
qui maxima et degnissima effecerint, quos fuisse viros egregios coniectura est, quandoquidem tantarum impensarum 
moderatores fuerint.» 

80 Ibid., p. 283. (p. 815) « Ex quo statuisse possumus, ne caetera istiusmodi prolixius prosequar, praecipua esse tria haec, 
in quibus omnis, quam quaerimus, ratio consumetur: numerus, et quam nos finitionem nuncupabimus, et collocatio. Sed est 
amplius quippiam ex his omnibus compactis atque nexis, quo tota pulchritudinis facies mirifice collucescat: id apud nos 
concinnitas nuncupabitur, quam eandem orpfecto omnis esse gratiae atque decoris alumnam dicimus. Atqui est quidem 
concinnitatis munus et paratio partes, quae alioquin inter se natura distinctae sunt, perfecta quadem ratione constituere, ita ut 
mutuo ad speciem correspondeant.» 
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第 2章  Maestri di Stradaとニコラウス五世とアルベルティ ー第十書
十書と«Maestri di Strada (1452)»の関連およびニコラウス五世のローマ復興へのアルベ
ルティの関与について－1 

 

 

 

«Maestri di Strada (1452)»と De re aedificatoria第十書について 
第⼀章で，アルベルティの De re aedifictoria第⼗書のタイトルともなっている«instaurare»は

聖書との関連から，極めてキリスト教⾊の濃い語であり，ニコラウス五世よるローマ都市復
興とアルベルティの De re aedificatoria第⼗書とは密接な関連があるのではないかと指摘した。
そのローマ復興を最もよく教えてくれるのはジャンノッツォ・マネッティの De vita ac gestis 

Nicoai V summi pontificis『ニコラウス五世の伝記』2(1455年) である。マネッティは教皇が⽬指
した新たなローマにノアの⽅⾈のイメージ，キリストの⾝体のイメージなどさまざまな聖性
を付与している。ヴァティカン宮を壮⼤な宮殿とし，サン・ピエトロ⼤聖堂を再建するとい
う教皇の計画は神の名の下に⾏われる神聖な⾏為であったのだ3。⼀⽅で，ニコラウス五世が
⾏ったとヴァザーリなどによって語られたローマの基盤をなすトレヴィの泉の再建や⽔道の
改修や再建の実際について，マネッティは黙して語らない。それらローマのインフラ整備は，
アルベルティが関わったと指摘され，De re aedificatoria第⼗書と関連が深いと推測される。ま
た，マネッティが復興について語るなかで，アルベルティの名は⼀度も登場しない。したがっ
てニコラウス五世のローマ復興計画とアルベルティの関連性についてはもう少し踏み込んで
考察を加える必要がある。 

本章では，⽔の性質や⽔理学，そして⽔道についての記述が⼤半を占める De re aedificatoria

第⼗書がニコラウス五世のローマ復興計画と密接な関わりを持っていた可能性を裏付けるこ
とを⽬的としている。そのためにニコラウス五世のローマ復興を裏付ける『ニコラウス五世
の伝記』とは別の⽂書資料をとりあげる。それは，“Maestri di Strada“と呼ばれるローマの街
路や⽔道などの公共設備の管理監督官の活動のために 1452 年に公布された«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』4 (以下«Maestri di Strada (1452)»

とする) である。教会や荘厳なモニュメントだけではなく，都市保全のために⽔道とテヴェ
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がこの教皇勅書からわかる。 

                                                        
1 本章は，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; 岡北
⼀孝, 「De re aedificatoriaとMomusの執筆年代について−教皇ニコラウス五世 (在位 1447−55年) によるローマ復興
計画に関連して−」, ⽇本建築学会近畿⽀部研究報告集 計画系 (52), 2012年 6⽉, pp. 785-788, を元にしている。 

2 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, である。 

3 ニコラウス五世の伝記は三書からなるが，その全てを網羅しているのが，モディリアーニ校訂・訳である．
⼀⽅，スミス／オコナーは建築的観点からマネッティを理解することを⽬指しているためか，第⼆書と第三書の⼀
部のみの訳出に留めているが，これまであまり紹介されてこなかった 1436 年のフィレンツェ⼤聖堂の献堂式につ
いて記した De Secularibus et Pontificalibus Pompis『世俗と教皇庁の式典について』 (1436年) もここで英訳されている．
Iannotii Manetti, De vita ac gestis Nicolai quinti summi pontificis, edizione critica e traduzione a cura di A. Modigliani, Fonti 
per la Storia dell’Italia Medievale - Rerum Italicarum Scriptores 6, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2005; 
Giannozzo Manetti, Liber Secundus De Getis Nocolai Quinti Summi pontificis, in Christine Smith and Joseph F. O'Connor, 
Building the Kingdom, op.cit. (2007), pp. 362-469. 

4 Emilio Re, “Maestri di Strada”, in «Archivio della Società Romana di Storia patria», 43, 1920, pp. 86-102. 
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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，«Maestri di Strada (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，«Maestri di Strada (1452)»が発布された契
機およびその⽬的を本⽂および時代背景から読み解きつつ，De re aedificatoria第⼗書との関連
性を指摘していく。 

 

 

 

1452年以前のMaestri 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5。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
設全般の管理であったため，本稿では「都市施設管理官」という訳を採⽤した6。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7，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
院とローマ市⺠によって任命され，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8。 

15世紀前半においては，1363年に発布された«Statuta Urbis»9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10。この発布は
パウルス 2世の治世である 1469年まで，⻑きにわたって基本的法令として効⼒を持ち続けた。

                                                        
5 ⽣⽥圓, <法王庁とローマ復興 (Restauratio 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, では「マエストリ・ディ・ストラーダ（道
路⻑官）」，河辺泰宏, 『図説ローマ 「永遠の都」都市と建築の 2000年』, 河出書房新社, 2001年, では「街路監督
職」と訳されている。 

6 “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”, op. cit. (1920), p.6. 

7 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. ここで，1227年を都市施設管理官の出発点
としたのは，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。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: Profile of a City, 312-1308, Princeton, Princeton University Press, 1992, pp. 283-285; Cesare D’Onofrio, 
Visitiamo Roma nel Quattrocento - La città degli Umanisti -, Roma, Romana Società Editrice, 1989, pp. 10-16. 

8 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． 

9 Camillo Re, Statuti della Città di Roma, Biblioteca dell'Academia di Conferenze Storico-Giurdiche, Tipografia Della 
Pace, 1880. 

10 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. 
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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11。 

その記述の中で，ローマの⽔環境がどのように整備されてきたのか注⽬すると，トレヴィ
の泉の維持管理が第三書第 126章と第 127章でテーマとなっていることに気付く。「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」，
「⽉に⼀度は泉の調査に赴かなければならない」などと書かれているが，これら任務は
“marescalli”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
していたようである12。 

次に重要な都市施設管理官関連の⾏政⽂書は，1363 年«Statuta Urbis»の修正版でもある，
1410 年のアレクサンデル五世による«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』13 ( 以下，
«Statuta Urbis (1410)»とする) である。«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。 

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」で取り上げられている。ここでは，«Statuta Urbis»で述べられていたことが都
市施設管理官の任務であると明⾔されている14。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15。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」と題され16，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«Statuta Urbis (1410)»でもって，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つつ具体的に述べられるのはトレヴィの泉のみ
である。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
ていた⽔道であるため，トレヴィの泉が重要視されているのだと考えられる17。 

1425年のマルティヌス五世による«Esti in cunctarum orbis provinciarum»における«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』18 (以下«Maestri di Strada (1425)»とす
る) は⽐較的短く，8章で成り⽴つ。«Maestri di Strada (1425)»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
ある。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

                                                        
11 Ibid., p. 271. 
12 Ibid., pp. 186-187, pp. 264-266. 
13 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. 
14 Ibid., p. 272. 
15 Ibid., p. 273. 
16 Ibid., p. 278. 
17  David Karmon, “Restoring The Ancient Water Supply System in Renaissance Rome: The Popes, the civic 

administration, and the Acqua Vergine”, in «The Water of Rome», No. 3, 2005, pp.1-13. またローマの⽔道の古代から現代
までの変遷について，カリフォルニア美術⼤学 (CCA) の K. Wentworth Rinne 教授による有益なウェブサイト
«Waters of Rome» (http://www3.iath.virginia.edu/ waters / first.html) がある。 

18 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 nel Quattrocento, op. cit. (1989), pp. 17-21. 
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教皇の権⼒拡⼤が⾒て取れる19。 

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，«Statuta Urbis (1410)»よりも進んだ⽅策は，«Maestri 

di Strada (1425)»で打ち出されていない。ところが次節でみるように，«Maestri di Strada (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。 

 

 

 

«Maestri di Strada (1452)» について 
«Maestri di Strada (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20。 

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
り⽴つ組織の⻑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21。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。都市介⼊の実態がみられる章を簡単に述べる。 

 

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。 
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ヶ⽉間の毎週⼟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。 

                                                        
19 Ibid., pp. 18, 20. 
20 同様の指摘は，Emilio Re, “Maestri di Strada”, op. cit. (1920), p. 17. 
21 第 1章参照。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 ». 
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第 34章 公共の場での⽔浴び，洗⾝を禁ずる。 
第 35章 上記に違反したものは 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，建造物等によっ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⼆度，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，市⺠に向けて⼀体何が禁⽌されるのか，
刑罰も含めて明⽰している第 22−26，29–31，33—37，40−42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，«Statuta Urbis (1410)»と«Maestri 

di Strada (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，«Statuta Urbis (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22。そして，それ以上に強
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。 

 

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。23 
 

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，誰かによっ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

                                                        
22 Ibid., pp. 12-34, Orietta Verdi, Maestri di Edifici e di Strade a Roma, 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. 

23 Emilio Re, “Maestri di Strada”, op. cit. (1920), p. 90. «Item, che ancora siano tenuti una volta el mese andare a 
vedere la fonte de Treio et avere cura d’essa, che non sia occupata né gusta la forma et la chiavica, et se vi fosse defetto 
niuno falro acconciare. Et similmente debiano avere cura de tutte l’altre fontane tanto dentro in Roma, quanto di fuori 
che non se occupino né guastino da veruno. Et se fosse niuno li facessi machameno ne guastamanto alcuno, lo debiano 
fare racconciare a sue spese et farli pagare la pena, sicondo se contiene in li presenti statuti.» 
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⽀払わなければならない。24 
 

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っても，全ての⼈物は
テヴェレ川を占有してはならない。つまり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，その他の⽊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，その⾏為を⾏った場合，⾦ 10ドゥカーティの罰⾦とその⼯事によって被った
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。25 

 

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。26 

 

第 7章は，«Statuta Urbis (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に義務づけている上に，他のすべての泉の維
持管理を⾏うことが付け加えられている。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
た住⺠が，市⺠⽣活によって汚染されていたテヴェレ川の⽔を飲⽤することによって，たび
たび発⽣していた疫病をおさえ，衛⽣状態の悪化を防ぐものであった。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も⽬的としてい
た27。第 37 章は様々な建造物によって塞がれることによってたびたび⽣じる洪⽔を防ぎ，川
の流れを良好に保つためであったと考えられる。当時，洪⽔被害はローマのみならず他都市

                                                        
24 Ibid., pp. 90-91. «Item, che li detti maestri abiano et debiano avere cura dell’acqua d’Accia et dell’acqua della Marana, 

che le dette acque ne loro curso siano svoltare, torte né alienata per alcune persone et messe in luochi privati. Et se alcuno li 
ritenesse o guastasse forma et curso alcuno, sia tenuto remettere et racconciare alle spese sue et sia tenuto alla pena che se 
contiene in lo presente statuto né in esse possano far muro né steccato che li facesse preiudicio alla predicta pene d’applicare 
come è detto di sopra.» 

25 Ibid., p. 100. «Item che niuna persona, de qualuncha stato, grado, conditione overo pereheminentia sia, tanto Romana 
quanto forestiera ardisca né presuma per sé o per altri occupare né fare occupare el TEvere, cioè el fiume del Tevere, né luocho 
del Tevere, né piccola né molta parte né in esso edificare da nuovo né muro occupasse esso fiume, né dentro nè for de Roma, 
sensa licentia de N. S. o vero de chi avesse administrare una con essi maestri, avessero facto, excepto quelli patroni che ce 
avessero le possessioni o vero li fondamenti antichi, la qual pena se debia applicare per la mità alla camera, lo quarto alli maestri 
et lo quarto allo accusatore, et sia licitio ad ogniuno potere accusare et guadagniarà lo quarto.» 

26 Ibid., pp. 100-101. «Item acciò che la multiplicatione dello stabio et lotame canto el Tevere non sia cagione de malo 
aere alla terra, statuimo et ordinamo che li detti maestri debiano far mundare et gittare el detto Tevere in le mundezari al 
mancho doi volte l’anno, ciò è una volta in nei tempo della Pasqua et un’ altra volta del mese de juglio, alle spese delle carrette 
che portano detto lotame et stabio al Tevete, et se recusassero li patroni delle dette carrette pagare, che li detti maesti li debiano 
fare gravaren pignorare et pigliare sefacesse de bisognio.» 

27 2つの⽔道やトレヴィの泉の再建とその⽬的については，Charles Burroughs, From signs to design : environmental 
process and reform in early Renaissance Rome, Cambridge/London, MIT Press, 1990, pp. 93-98: p.223; Carroll William Westfall, 
In This Most Perfect Paradise: Alberti, Nicholas V, and the invention of conscious urban planning in Rome, 1447-55, Philadelphia, 
Pennsylvenia State University Press, 1974, p. 106; David Karmon, “Restoring The Ancient Water Supply ...” op. cit. (2005). 
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でも深刻であった28。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29。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，カンピドーリオへと続く，パーパ通り (dallo 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
(dallo Canale di Ponte per la via ritta in sino alla Magdalena)である (図 2-1) 30。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った31。 

 

 

 

«Maestri di Strada (1452)»と第十書の比較検討 
建築史の分野では，De re aedificatoriaは美や装飾の概念や，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 aedificatoria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32。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 De re aedificatoriaが読まれていたこと

                                                        
28 Maria Margarita Segarra Lagunes, Il Tevere e Roma, Storia di una simbiosi, Roma, Gangemi, 2004, pp. 86-88: 310-312. 

当時のイタリアの洪⽔被害等は，Caspr Pearson, Humanism and the Urban World Leon Battista Alberti and The Renaissance 
City, Philadelphia, The Pennsylvania State University Press, 2011, pp. 24-26. 

29 同様の指摘は，Maria Margarita Segarra Lagunes, Il Tevere e Roma, op. cit. (2004), pp. 310-312. また第 32章と第
33 章では，道路と同様にテヴェレ川への廃棄物投棄禁⽌と掃除の義務について少し触れられている。Emilio Re, 
“Maestri di Strada”, op. cit. (1920), pp. 98-99. 

30 ()内は« Maestri di Strada (1452)»での記述である。Emilio Re, “Maestri di Strada”, op. cit. (1920), p. 97. 
31 第 39章は次を参照，Emilio Re, “Maestri di Strada”, op. cit. (1920), p. 101. 第 32章と第 39章のねらいについて

は，Ibid., pp. 20-23, pp. 124-127; 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. 124-141. 

32 De re aedificatoria の技術的側⾯についての研究は，例えば，Gustina Scaglia, “Alberti e Meccanica della Tecnologia 
Descritta nel “De re aedificatoria” e nei “Ludi Matematici”, in Leon Battista Alberti, a cura di J. Rykwert e A. Engel, Milano, 
Olivetti/Electa, 1994, pp. 316-329; Hartmut Wulfram, “La posizione dominante che occupa il tema dell’aqua nel X libro. Un 
esempio dell’importanza che assume il modello vitruviano nela composizione del De re aedificatoria”, in Leon Battista Alberti 
teorico delle Arti e gli impegni civili del «De Re Aedificatoria», Atti dei Convegni internazionali del Comitato Nazionale VI 
centenario della nascita di Leon Battista Alberti (Mantova, 17-19 ottobre 2002 / Mantova, 23-25 ottobre 2003), a cura di 
Arturo Calzona, Francesco Paolo Fiore, Alberto Tenenti, Cesare Vasoli, (Ingenium n° 9), Firenze, Leo S. Olschki, 2 tomi, 
2007, pp.965-983. 
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がわかる33。ア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』のとりわけ第⼋書に加え，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』34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，De re aedificatoria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，«Maestri di Strada (1452)»と⽐較検討する意
義は⼩さくはない35。 

«Maestri di Strada (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，市⺠にとっての飲料⽔・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«Maestri di Strada (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，De re aedificatoria第⼗書第 6章と，第 10章から第 12章にみられる36。以
下に引⽤した⽂章がそれをよく表している。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，「川や運河は道路の理でもっ
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37。 

 

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。38 
 

第⼗書第 6章 

ローマの住⺠は空気の不安定と，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っ
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

                                                        
33 Francesco Paolo di Teodoro, “Acque e Ponti: I Libri IV, VIII e X del De re aedificatoria negli Scritti di Leonardo”, in 

Leon Battista Alberti teorico delle Arti …, op.cit. (2007), pp. 947-963; Pietro C. Marani, “Leonardo e Leon Battista Alberti”, in, 
Leon Battista Alberti, op. cit. (1994), pp. 358-365. 

34 Francesco di Giorgio Martini, Trattati di architettura ingegneria e arte militare, a cura di Corrado Maltese, trascrizione 
di Livia Maltese Degrassi, Milano, Polifilo, 1967. マルティーニの『建築論』は⼤きく 2つの版が存在し，⼀つ⽬は 1480
年代の最後の数年から 1490 年代の最初の数年頃書かれ，⼆つ⽬は，1496 年以降書かれたと考えられる。Francesco 
Paolo Fiore, “The Dading of The Codice of di Giorgio’s Trattati”, in Paper Palaces -The Rise of the Renaissance Architectural 
Treatise-, Edited by Vaughan Hart with Peter Hicks, New Haven and London, Yale University Press, 1998, pp. 358-360. な
お『建築⼗書』第⼋書と De re aedificatoria 第⼗書の⽐較に関しては，本論第四章参照されたい。 

35 時代はややくだるが，1606年頃にパオロ・サンクイリコは⽔理や治⽔についてのアルベルティの技術的記述
を賞賛している。Discorso sopra l’Inondatione del Tevere, et il Modo da Rimediarvi di Paolo Sanquirico, in Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Codice Barb. Latino 4340, pp. 55-62. 

36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, pp.325-334. (ラテン語原
⽂は，Leon Battista Alberti, L’architettura (De re aedificatoria), Testo latino e traduzione a cura di Giovanni Orlandi, 
Introduzione e note di Paolo Portoghesi, Milano, Polifilo, 1966, pp. 945-971. 以下，『建築論』の引⽤あるいは参照ページ
数の横に () 付きで併記されたページ数は，このオルランディ版のラテン語原⽂テクストの当該ページとする。) 

37 Ibid., pp. 116-117. (pp. 325-327.)  
38 Ibid., p. 312. (p. 903.) « Inventis aquis, velim non temere usibus hominum dentur; sed cum urbibs aquae copia non 

solum optatur, ut potent, verum etiam in primis subitis incendiorum casibus abunde suppeditet, optima nimirum seligenda erit, 
quam potui des; caetarae demum, uti quibusque conferant, accommodentur.» 
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では熱病その他，最も多くの悪疫は，ほとんどいつも濁っているティベリス河の⽔を飲
むために起こると思う。39 

 

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って，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。40 

 

加えて«Maestri di Strada (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41。サンタンジェロ橋はローマがジュビレオを迎えた 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ったことが知られているが42，アルベルティ
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43。 

 

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，今後さらに⻑く存続できるが疑わ
しい状態になっている。44 

 

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っている。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45 (図 2-2)。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46。引⽤したアルベルティのサンタンジェ

                                                        
39 Ibid., pp. 312-313. (p. 905.) «Accolas Romae cum ab aeris inconstantia tum a nocturnis fkuvii vaporibus tum etiam 

postmeridianis ventis graves excitatae febres occupant: nam hi quidem per aestatem nona diei hora, qua maxime corpora aestu 
ferveant, algentes perflant venasque obstipant. Sed mea sententia et febres et mali plerique omnes morbi maxima ex parte a 
Tyberinis aquis eveniunt, quas cuncti ferme nunquam non turbidas potant.» 

40 Ibid., p. 332. (p. 965.) «Sequitur purgatio. Caesar maximam adhibuit curam purgando Tyberi: erat enim iniectis 
ruderibus repletus. Extant effecti ex testis de flumine exemptis montes immodici non longe a Tyberi cum in urbe tum extra 
urbem facti. Tantam materiam tam vivido ex fluvio quibusnamargumentis eduxerint, legisse me non memini; sed usos quidem 
septis arbitor, quibus discluso fluvio atque exhausta aqua impedimenta eruerint.» 

41 Giorgio Simoncini, Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento, op. cit. (2004), pp. 124-141; Charles Burroughs, 
From signs to design, op. cit. (1990), pp. 72-92, pp. 223-245. 

42 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. 

43 バロウズは，ここでアルベルティが描いているのはニコラウス五世によるサンタンジェロ橋へのいかなる介
⼊より前の様⼦であると述べている。Charles Burroughs, From signs to design, op. cit. (1990), p. 232. いずれにしても少な
くとも橋の崩落前の姿であろう。 

44 アルベルティ,前掲書, p. 327. (p. 949). «Pontem Adriani Romae audeo dicere omnium, quae homines fecerint, 
operum esse validissimum; tamen alluviones adduxere, ut dubitemdiutius posse resistere.» 

45 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。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. 

46 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 
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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«Maestri di Strada 

(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
が古代にはあった。これは⼤いに推奨されてしかるべきものと思う。」47と第⼗書で述べてい
る。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48，ア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49，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50。 

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51。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っ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ったから，意図的に伝記の中で記さなかったと考えるこ
とはできる52。 

このように⾒てくると，«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。バロウズは，«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
名前を挙げており，アルベルティの関与には触れていない53。しかし，アルベルティがそのキャ
                                                                                                                                                                      
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』, 監訳: 森⽥義之, 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, p. 248. (pp. 711-713). 

47 Ibid., p.339. (p. 989.) «Mihi vehementer probantu veteres, qui familias ex publico constituebant, ut opera curarent 
publica atque tuerentur.» 

48 第⼆書第 116節。 Frontinus, The stratagems and the aqueducts of Rome, translated by Charles E. Bennett, edited by 
Mary B. McElwain, translation of the aqueducts being a revision of that of Clemens Herschel, Cambridge (US), Harvard 
University Press, 1993. 

49 Luigi Schiaparelli, “Alcuni documenti dei Magistri aedificiorum Urbis”, op. cit. (1902), pp. 20-22, Torgil Magnuson, 
Studies in Roman Quattrocento Architecture, Almqvist & Wiksell, 1958, p.35. 

50 Leon Battista Alberti, L’arte di Costruire, a cura di Valeria Giontella, Torino, Bollati Boringheri, 2010, p.437. 
51 Giorgio Vasari, Le vite ..., op.cit. (1967), vol. 2., pp. 413-414. (ジョルジョ・ヴァザーリ,前掲書 (1989), pp. 210-211.

なおトレヴィの泉の再建については，Maurizio Gargano, “Niccolò V. La mostra dell’acqua di Trevi”, in «Archivio della 
Società romana di storia patria», CXI, 1988, pp. 227-266. 

52 アルベルティのMomus『モムス』とマネッティの De dignitate hominis『⼈間の尊厳について』の⽐較からアル
ベルティとマネッティの対⽴関係を指摘する研究がある。cf. Eugenio Garin, “Studi su L. B. Alberti”, in Rinascite e 
rivoluzioni: Movimenti culturali dal XIV al XVII secolo, Roma, 1975, pp. 131-196: pp.161-162; Stefano Borsi, Momus o del 
Principe. Leon Battista Alberti, i papi, il giubileo, Firenze, Edizioni Polistampa /Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 1999, 
pp. 57-58. この点については，次節でさらに考察を加えている。 

53 Charles Burroughs, From signs to design, op. cit. (1990), pp. 72-81. なお，1404年から 1527年の間に都市施設管理
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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，«Maestri di Strada (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ったことを指摘し，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54。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れると，関連性を否定する
⽅が難しいだろう。 

 

 

 

 

 

De re aediifcatoriaとMomusの執筆年代について －1452年を境にしたアルベル
ティとニコラウス五世の不和－ 
さて，本章ではこれまで，ニコラウス五世治世下のローマでのアルベルティの活動の実際

を明らかにするため，De re aedificatoria第⼗書と，«Maestri di Strada (1452)»を対象に考察を⾏っ
てきた。そして，第⼗書はニコラウス五世のローマ復興計画のために書かれた可能性が⾼く，
それを受けた教皇の反応として，ローマの都市整備法ともいえる上述の条例が施⾏されたの
ではないかと指摘した。 

しかし，De re aedificatoriaが教皇に献呈されたのが 1452年であり，«Maestri di Strada (1452)»

とのテクスト年代の前後関係がはっきりしないため，De re aedificatoria第⼗書の⽅が後に書か
れたという可能性もある。つまり，De re aedificatoria，とりわけ第⼗書の執筆年代については，
再検討する必要がある。また，ニコラウス五世のローマ復興計画にアルベルティが関与して
いなかったという先⾏研究についての⾒解もまだ述べていない。 

そこで，De re aedificatoriaの第⼗書の執筆年代の検討に加えて，教皇とアルベルティの対⽴
関係を象徴し，ニコラウス五世のローマ復興計画にアルベルティが関与しなかったという⽴
場の最⼤の根拠となってきた『モムス』の内容とその執筆年代を再考しなければならない。 

 

 

 

De re aedificatoriaの執筆年代 
執筆年代の⼀般的理解は，グレイソンの研究によるものが⼤きく，De re aedificatoriaは 1450

年頃にはおおよそ完成し，1452年にはニコラウス五世に献呈されたが，1472年にアルベルティ
が没するまで加筆修正を加え続けたと⾔われる55。その記述年代について，⼤きな証拠とされ

                                                                                                                                                                      
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. 

54 エルンスト・カントロヴィッチ／甚野尚志訳「芸術家の王権−法の格⾔とルネサンス期芸術理論についての
覚え書き」,『祖国のために死ぬこと』, みすず書房, 1993年, pp. 113-133. 

55 Cecil Grayson, “The Composition of L. B. Alberti‘s «DECEM LIBRI DE RE AEDIFICATORIA», in Studi su Leon 
Battista Alberti, a cura di Paola Claut, Firenze, Leo S. Olschki, 1998, pp. 173-192. (初出は« Münchner Jahrbuch der blidenden 
Kunst », s. 3, XI, 1960, pp. 152-161.) 
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るのは，パルミエーリの記述と56，1485年に初めて De re aedificatoriaが出版された時に付され
たポリツィアーノのロレンツォ・デ・メディチへの献呈⽂である。ポリツィアーノは「アル
ベルティは死ぬまで，ほぼ全てにおいて⾒直しと修正を施した」記していて，確かに De re 

aedificatoria初版には多数の空⽩が⾒られる57。 

とはいえ，執筆年代についてはいまだ議論の対象となっており，De re aedificatoriaを構成す
る⼗書についてそれぞれ執筆年代が異なっているとも指摘されている。例えばズボフは，第
⼀書，第⼆書，第⼗書は 1452年にニコラウス五世に献呈され，第三書，第四書，第五書はそ
の時は書き始められていたものの未完成であり，第六書から第九書までは 1455 年から 1472

年の間に書かれたと述べている。また，バロウズやグラフトンはニコラウス五世に献呈され
たのは 1454年頃の可能性もあると⾔い，スミス／オコナーは第⼀書，第⼋書，第⼗書の少な
くともこの 3つの書は 1455年以前にすでに書き上げられていたと指摘している58。いずれに
しても1455年ニコラウス五世が死ぬまでにはほぼ書き上げられて教皇に献呈されたのではな
いかという⾒⽅が強い。 

1452年以降に執筆時期がずれ込んでいることの理由として⾔われるのが，第⼆書第 11章
のマラテスタ神殿の建設に関する記述である。この部分は 1454年頃書かれたと，ショエ／ケ
イ訳の De re aedificatoria仏語訳版で指摘されている。しかし，その建設計画を⽰す，教会堂外
観の原案が描かれているマッテォ・デ・パスティ作のメダルは 1450年と彫られている (図 2-3, 

2-4, 2-5, 2-6)。事実，リクワート／リーチ／タヴァーナーによる英語訳には 1450年以降書か
れたことを⽰す証拠とだけ注記されている。つまり，De re aedificatoriaの中で確実に 1452年以
降でないとアルベルティが知り得なかった情報というのはないといえる59。第⼗書の執筆年代
を推定していくといくつかの重要な⼿がかりに⾏き当たる。アルベルティの著作 Ludi Rerum 

Mathematicarum『数学遊戯』 (1450-52) における記述である60。アルベルティはここでリオネッ
ロ・デステ (Lionello d’Este, 1407-1450) のために “libri de architectura” 「建築書」を書いた
と述べている。アルベルティの De re aedificatoriaの執筆動機が，ここに明確に⽰されているこ
とはこれまで強調されてきた。それに加えて，⽔脈の発⾒や導⽔管⼯事，激しい流れによっ
て壊れない堤防の築き⽅などについての参照⽂献として「建築書」を挙げていることが注⽬
に値する。ここでアルベルティが⽰した内容は，De re aedificatoria第⼗書第 4章から第 12章ま
でを指していると考えられる。『数学遊戯』が献呈されたのは，メリアドゥーセ・デステ 

(Meliaduse d’Este, 1406-1452) であり，リオネッロが 1450年に死去していることから，第⼗書

                                                        
56 Mattia Palmieri, De temporibus suis, edited by Joseph Tartinius, in Rerum Italicarum Scriptores, I, Bologna, Arnaldo 

Forni, 1975-1983 (reprint), p.241. 
57 Leon Battista Alberti, L’architettura, op.cit. (1966), p. iv. «tum libros elucubravit de architectura decem, quos 

propemodum emendatos perpolitosque editurus iam ima in lucem ac tuo dedicaturus nomini, fato est functus.»  
58 Vasilij Pavlovič Zubov, “Leon Battista Alberti et les auteurs du Moyen Âge”, in «Medieval and Renaissance Studies», vol. 

Iv, 1958, pp. 245-266; Charles Burroughs, From signs to design, op. cit. (1990), pp. 241-242; Anthony Grafton, Leon Battista 
Alberti: master builder of the Italian Renaissance, Cambridge (US), Harvard University Press, 2000, pp. 277-279; Christine 
Smith and Joseph F. O'Connor, Builing the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 192-198. 

59 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 58. (p. 155.); Leon Battista Alberti, L’art d’Édifier, texte traduit du latin, présenté 
et annoté par Pierre Caye et Françoise Choay, Paris, Seuil, 2004, p.129; Leon Battista Alberti, On the Art of Building in Ten 
Books, Translated by Joseph Rykwert, Neil Leach, Robert Tavernor, Cambridge, MIT Press, 1988, p. 376. 

60 Leon Battista Alberti, Ludi Rerum Mathematicarum, in Opere Volgari, a cura di Cecil Grayson, vol. 3, Bari, Gius. 
Laterza & Figli, 1973. p. 156. «Ma se vorrete vedere a pieno e distinto tutta questa materia, cioè che ragione fu di trovare le 
vene dell'acqua, con che arte si deducano, qual sia il modo de' condotti, qual sia l'ordine de' rivi, quale argumento moderi e' 
fiumi e rompi i loro empiti, in che modo e' si volgano e transportinsi altrove, vedrete que' miei libri de architectura, quale io 
sceissi richiesto dallo illustrissimo vostro fratello, mio signore, messer Leonello, e ivi troverete cose vi diletteranno.» 
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は 1450年頃にはほぼ出来上がっていたように思える61。 

この事実からボルシは，第⼗書はフェラーラとポー川を念頭において書かれたと指摘する。
とりわけ第 15章の害⾍駆除についての話題は，フィレンツェでもローマでもなく，それより
も湿度が⾼いフェラーラを⽰している可能性が⾼いという62。確かに第 13 章でアルベルティ
はフェッラーラとポー川を引⽤し湿気の多さと蚊の害について触れているが63，先述のように
第⼗書にはローマおよびテヴェレ川に関する記述が多数みられることや，本論第⼀章で述べ
たような第⼗書のタイトルと«instaurare»の意味するところを考慮に⼊れた場合，ニコラウス
五世のために書きかえられ，献呈されたと考える⽅が⾃然であろう。そしてその書きかえも
かなり早く成されたように思える。例えば，第⼗書第 10章のサンタンジェロ橋についての記
述を考慮に⼊れると，現在われわれが⽬にすることのできる第⼗書は 1450年のジュビレオま
でにほぼ完成した可能性が⾼い64。 

 

 

 

Momusとその執筆年代 
⼀⽅の Momus『モムス』は，ルキアノス (Lūkianos, 120年頃 - 180年から 192年の間) の

Theōn Dialogoi『神々の対話』と Nekrikoi Dialogoi『死者の対話』をモデルに書かれたと考えられ
る，アルベルティの代表的寓話である65。主⼈公のモムスはある時，最⾼神ユピテルに反抗し
天界を追放されてしまう。そののち彼は⼈間の前に現れ，持ち前の知性で，時には詩⼈とし
て，時には哲学者として⼈々を扇動し，神に対する誹謗を⼈々に吹き込む。神々に対する⼈々
の崇拝の念を弱めることで，モムスはユピテルにひと泡吹かせることに成功する。様々な⼈
間の欲望をだしにしてモムスが天上界を⼤混乱に陥れるという⾮常にシニカルな物語である。
⼀般的に，この物語におけるユピテルに対してアルベルティは現実世界の教皇や都市国家の
君主を重ね合わせており，彼らに対する批判という政治的意図のもと『モムス』は書かれた
と⾔われる。とりわけ⾵刺の対象となったのはエウゲニウス四世あるいはニコラウス五世で
ある。そして，その物語の構造はヨハネの黙⽰録を模しているとも指摘される66。 

また，『モムス』は De re aedificatoriaに次いで，建築的観点からの考察も多くなされてきた。
代表的なのはタフーリによる研究で，聞く⽿を持たず独裁的に世界の再創造をもくろむユピ

                                                        
61 この指摘はクラウトハイマーやグレイソンの⾒解を⽀持する。Richard Krautheimer, Lorenzo Ghiberti, Princeton, 

Princeton University Press, 1956, pp. 268-270; Cecil Grayson, Studi su Leon Battista Alberti, op. cit. (1999), p. 176. 
62 Stefano Borsi, Leon Battista Alberti e Roma, Firenze, Polistampa, 2003, pp. 222-225. 
63 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 335. (p. 975). 
64 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 327. (p. 949). バロウズは，アルベルティは描いているのはニコラウス五世

によるサンタンジェロ橋へのいかなる介⼊より前の様⼦であると述べている。Charles Burroughs, From sigins to design, 
op. cit. (1990), p.232. いずれにしても少なくとも 1450年の 12⽉に起きた崩落前の姿であると⾔える。 

65 Leon Battista Alberti, Momus, English tranlated by Sarah Knight. Latin text edited by Virginia Brown and Sarah 
Knight, Cambridge (US)/London, Harvard University Press, 2003. 

66 Stefano Borsi, Momus o del Principe. Leon Battista Alberti, i papi, il giubileo, Firenze, Polistampa, 1999.; Idem, Leon 
Battista Alberti e Roma, op. cit. (2003); Stefano Simoncini, "Roma come Gerusalemme celeste nel Giubileo del 1450: La 
Renovatio di Niccòlo V e il Momus di Leon Battista Alberti", in Le Due Rome del Quattrocento Melozzo, Antoniazzo e la cultura 
artistica del '400 romano, a cura di Sergio Rossi e Stefano Valeri, Roma, Lithos, 1997, pp. 322-345; Vittorio Frajese, “Leon 
Battista Alberti e la "renovatio urbis" di Nicolò V. Congetture per l'interpretazione del "Momus"”, in «La cultura», XXXVI, 
1998, pp. 241-262; Manfredo Tafuri, “Cives esse non licere Nicholas V and Leon Battista Alberti”, in Interpreting the 
Renaissance - Princes, Cities, Architects, Yale University Press, 2006, pp. 23-58; Christine Smith and Joseph F. O'Connor, 
Building the Kingdom, op. cit. (2007); Rinaldo Rinaldi, « Melancholia christiana » Studi sulle fonti di Leon Battista Alberti, 
Biblioteca di “Lettere Italiane” studi e testi LVIII, Firenze, Leo S. Olschki, 2002, pp. 111-206. 
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テルに対するシニカルなアルベルティの記述をニコラウス五世のローマ都市復興計画への批
判にタフーリはつなげた。そして，『モムス』と De re aedificatoriaの執筆年代が同じことからも，
両書の記述は共鳴しているといい，De re aedificatoriaは『モムス』と同じくニコラウス五世の
批判的⽴場から書かれ，ニコラウス五世とアルベルティの間には断絶があったのではないか
という⾒解を⽰した67。  

しかしながら，タフーリがその根拠とした執筆年代についてはいまだ議論の余地がある。
タフーリが依拠するように『モムス』はこれまで 1443年から 1450年頃，遅くとも 1452年ま
でに書かれたと考えられてきた68。⼀⽅で『モムス』は 1452年より後に書かれ，1454年ある
いは 1455年，ニコラウス五世の死の直後に完成したという⾒解が説得⼒をもって展開されて
いる69。ニコラウス五世が計画していた巨⼤な塔が 1454年 9⽉に崩落したことを⽰唆しつつ，
教皇の実現不可能な建築計画を批判しているところが『モムス』第四書にはみられる70。しか
し 1454 年という時期が⽰すように，『モムス』で展開されるのは，ニコラウス五世の治世を
通じた批判と⾔うよりも，教皇死去の数年前からの加速度的に壮⼤さを増したローマ復興計
画についての批判であると考えられる。『モムス』の執筆時期が 1452年から 55年頃とするな
らば，『モムス』とマネッティの『ニコラウス五世の伝記』はほぼ同時並⾏で執筆されていた。
『モムス』における教皇への咎めに対する反駁としての『ニコラウス五世の伝記』，あるいは
その逆として，『モムス』と『ニコラウス五世の伝記』を位置づけることができる。互いに教
皇庁で職を得ていた⼈⽂主義者によるこの 2 冊の書物は，教皇のローマ復興計画を巡った⼀
対のテクストとして読み解かれなければならないだろう71。 

この⾒解は De re aedificatoria，とりわけ第⼗書が書かれた時や«Maestri di Strada (1452)»が世
に現れた 1452年当時にアルベルティはニコラウス五世の敵対する⽴場にはおらず，第⼗書が
«Maestri di Strada (1452)»に影響を与えたのではないかという本章での主張を積極的に⽀持す
るものである。タフーリの⾔うような，アンチ教皇としてのアルベルティという⼀元的な⾒
⽅ではなく，『モムス』のユピテルを通したニコラウス五世への批判は，少なくとも De re 

aedificatoria が教皇に献呈された後に披露されており，1452 年以降，どこかの段階でアルベル
ティが教皇に対する態度を転向した可能性は検討されるべきである。しかしながら，『モムス』
の執筆が 1452年から 1455年頃であるということをそのテクストから確定することはできず，
他の側⾯から，1452年という境を⽰唆することができないか検討しなければならない。 

 

 

 

                                                        
67 Manfredo Tafuri, “Cives esse non licere”, op. cit. (2006), pp. 23-58. 
68 Sarah Knight, “Introduction”, in Leon Battista Alberti, Momus, op. cit. (2003), pp. vii-xxv; Manfredo Tafuri, “Cives 

esse non licere”, op. cit. (2006), pp. 41-45; Arturo Calzona, “Leon Battista AlbertiI e L'Immagine di Roma Fuori di Roma: Il 
Tempio Malatestiano”, in Le Due Rome del Quattrocento, op. cit. (1997), pp. 346-363 : pp. 351-353; Vittorio Frajese, “Leon 
Battista Alberti e la "renovatio urbis" di Nicolò V”, op.cit. (1998), pp. 252-253. 

69 Robert Tavernor, On Alberti and the Art of Building, New Haven and London, Yale University Press, 1998, pp. 19-22; 
Christine Smith and Joseph F. O'Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), p. 191-223. とりわけスミス／オコナーの
指摘は重要である。 

70 Leon Battista Alberti, Momus, op. cit. (2003), p. 348. 
71 この重要性については，Stefano Borsi, Momus o del Principe, op. cit. (1999), pp. 84-85; Riccardo Fubini, “Leon 

Battista Alberti, Niccolò V e il Tema della ‘Infelictà del Principe’”, in La Vita e il Mondo di Leon Battista Alberti, Atti di 
Convegno Internazionalo del Comitato Nazionale VI Centenario della Nascita di Leon Battista Alberti (Genova, 19-21 
Febbraio 2004), (Ingenium, n° 11), Firenze, Leo S. Olschki, 2 Tomi, 2008, pp. 441-469. 
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教皇のローマ復興計画の流れとサン・ピエトロ大聖堂の建設過程 －1452年を境に
ローマ復興計画が壮大になることについて－ 
アルベルティの翻意の⼿がかりとして，教皇による建設に伴った破壊⾏為の変遷に⽬を向

けてみることが考えられる。仮に，ある時点をさかいに現存の建築やモニュメントへの⼤胆
な破壊がみられるようになるならば，そこをアルベルティの教皇への態度の変化のきっかけ
とみなすことができる。さらには『モムス』の執筆時期を裏付けることにもつながるのでは
ないだろうか。これまでも折に触れて述べてきたように，アルベルティは現代の建築保存・
修復概念の創始者に位置づけられ，De re aedificatoriaでも建築を⽂化遺産として捉える考えの
⼀端に触れることができる。アルベルティは既存の建築・都市や歴史の重層を最⼤限に留意
し，それらを取り壊すことを避けながら設計・計画を進めていくことを声⾼く主張している。 

教皇が 1455 年 3 ⽉に死去するまでのローマ復興プロジェクトのうち，⼯賃や材料費の⽀
払い記録や，その他史料により年代が明らかなものを表にすると，以下のようになる72。 

 

                                                        
72 建設年代と根拠としたのは，Eugène Müntz, Les arts à la cour des papes pendant le XVe et le XVIe siècle: Recueil de 

documents inédit, Première Partie (Martin V - Pie II, 1417 - 1464), Paris, Ernest Thorin, 1878, pp. 104-160; Stefano Infessura, 
Diario della città di Roma di Stefano Infessura Scribasenato, a cura di Oresete Tommasini, Roma, Forzani e C. Tipografi del 
Senato, 1890, pp. 44-60; Charles R. Mack, “Nicholas the Fifth and the Rebuilding of Rome: Reality and Legacy”, in Light on 
the Eternal City Observations and Discoveries in the Art and Architecture of Rome, Edited by Hellmut Hager, Susan Scott 
Munshower, Philadelphia, Pennsylvania State University Press, 1987, pp. 31-56. 
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この⼀覧からサン・ピエトロ⼤聖堂やヴァティカン宮，サンタンジェロ城などは，ニコラウ
ス五世の即位から死去まで⻑期間にわたって⼯事がおこなわれていることに加えて，ローマ
市内の教会堂の修復は 1453年以降に多く成されていることがみてとれる。 

ここでサン・ピエトロ⼤聖堂の建設過程についてもう少し詳しく記しておきたい73。1450，
51年の建設とそれに伴う材料購⼊と⼯賃⽀払い記録によると，アトリウムのポルティコの修
理，新しい窓の設置，床⾯の補修，屋根の修理など，正⾯⼊⼝周辺を中⼼に⼩さな修理が⾏
われている74。つまりこの段階では⼤きな介⼊は成されていない。1451 年の終わりあるいは
1452年の初めに書かれた，ミケーレ・カネンジ (Michele CANENSI, ⽣没年不詳) による『神
聖なる教皇ニコラウス五世への賛辞』De laudibus et divina Nicolai quinti pontificis maximi electioneに
よっても，この時点では改築といえるほどの⼤きな変更は⼤聖堂に加えられていない75。1451

年 8⽉には記録にベルナルド・ロッセリーノの名が登場し，1451年 12⽉から 1452年 6⽉の
あいだには，アグリッパ浴場から 2 本の巨⼤な柱をアリストテーレ・フィオラヴァンティ 

(Aristotele FIORAVANTI, 1415-1486年) に運ばせている。この運搬に 1,600ドゥカートが⽀払
われている。この柱は新たにつくられる計画であった内陣に設置され，⾝廊と内陣が接合す
る部分の勝利⾨アーチを⽀える柱として利⽤される予定であったと考えられている76。さらに，
記録の中では Tribuna と書かれている，おそらく後陣に当たる部分の改築が 1452 年 6 ⽉に始
まり，1455年 3⽉に教皇が死去するまで続けられている。この⼯事に関しては，1452年は 6

⽉から 12⽉まで半年間で 4,500ドゥカートの費⽤であったが，1453年は 11⽉までの合算で
10,500 ドゥカートの⼯事費⽤へと上昇している77。マッフェオ・ヴェジオ (Maffeo VEGIO, 

1407-58年) の De Rebus Antiquis Memorabilibus Basilicae S. Petri Romae『ローマの記憶に残すべき古
代のサン・ピエトロ⼤聖堂について』(1455 年頃) によると，1453 年にはサン・ピエトロ⼤
聖堂の改築に関係して，既にあった⼩礼拝堂を取り壊すなど，内陣の構造に関して⼤幅な介
⼊措置がとられており，ヴェジオはこのような破壊⾏動に関して遺憾の意を表明している78。
1454年以降のサン・ピエトロ⼤聖堂の⼯事に関する記録はあまり残っていないため，1454年
頃にサン・ピエトロ⼤聖堂の改築は⼀旦中断されたのではという⾒⽅もある79。ただ，1454

年 1⽉から 1455年 3⽉にかけてヴァティカンで⾏われていた建設⼯事の総額は 125,000ドゥ
カートと極めて⼤きな額であり，そこに⼤聖堂の建設事業も含まれている可能性が⾼い80。 

                                                        
73 15世紀のサン・ピエトロ⼤聖堂については，Christoph Luitpold Frommel, “St. Peter’s: the Early Hisrtory, in The 

Renaissance from Brunelleschi to Michelangelo, The Representation of Architecture, Edited by Henry A. Milon and Vittorio 
Magnago Lampugnani, Milano, Bompiani, 1994, pp. 398-423. 

74 Eugène Müntz, Les arts à la cour des papes ..., op. cit. (1878), pp. 112-113. 1451年 6⽉ 11⽇には，サン・ピエトロ⼤
聖堂の屋根の修理に関する記述が⾒られる勅令が出されている。これはニコラウス五世が直接的に⼤聖堂修理の必
要性を説いている現存する最も古い記録である。«Ad reparationem tectorum Basilicae Vaticanae, ac Monasterii S. Pauli, 
quae ruinam minantur, trabes ac linga succidi, ac Romam deferri praecipit, E Commissario ad haec exequenda, necessariam 
tribuit jurisdictionem» cf. Giorgio Simoncini, Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento, op.cit, (2004), p. 107. 

75 Massimo Miglio, “Una vocazione in progresso: Michele Canensi biografo papale”, in «Studi medievali», 1971, pp. 
513-516. 

76 Eugène Müntz, Les arts à la cour des papes pendant le XVe et le XVIe siècle, op. cit. (1878), p. 108. 
77 Ibid., pp. 122-123. 
78 Maffeo Vegio, De Rebus Antiquis Memorabilibus Basilicae S. Petri Romae, in Codice Topografico della Città di Roma, a 

cura di Roberto Valentini e Giuseppe Zucchetti, Roma, Nella Sede dell’Istituto, Vol. 4, 1953, pp. 106-111; Robert Tavernor, 
On Alberti and the Art of Building, op. cit. (1998), p. 25; Charles Burroughs, From Signs to Design, op. cit. (1990), p. 129. 

79 Torgil Magnuson, Studies in Roman Quattrocento Architecture, op. cit. (1958), pp. 167-168. 
80 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, p. 104; Hubertus Günther, “I Progetti di Ricostruzione della Basilica di S. Pietro negli Scritti 
Contemporanei: Giustificazioni e Scrupoli”, in L'architettura della basilica di San Pietro. Storia e costruzione, A cura di 
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⽂書史料を⾒る限り，1450，51 年の⼩規模な修理を経て，1453 年に⼤聖堂の⼤規模な取
り壊しが進み，修理，修復に留まらない，新たなる教会堂への建設へと⽅針転換が⾏われた
といえるのではないだろうか。アルベルティは De re aedificatoria第⼀書および第⼗書でサン・
ピエトロ⼤聖堂の損傷具合と，その補修⽅法について⾔及している。 

 

ローマにあるペートルスのバシリカで，上記の誤りを明瞭に⽰す不良処理に私は気付い
た。すなわち，おびただしい⼀連の開⼝ (柱列) の上に，⾮常に⻑い広⼤な壁 (中廊上
部側壁) を作り，そこに何⼀つ曲線形補強，⽀柱補強を加えていない，という例がそれ
である。またここで考えておきたいのは，この極度に連続した開⼝によって下部に⽳を
開けられ，⽂字通り空中に浮かぶように築かれ，いわば張られたようなこの側壁全体は，
激しく吹く絶え間ない北⾵を孕む形になっていたということである。その結果，当初か
ら絶えず吹きつのる⾵のために，六ペース以上も垂直⾯よりも後退して傾いてしまった。
将来いつの⽇か，軽い⼒が加わったり，ちょっとした振動が作⽤しても，この壁全体が
崩壊するのは間違いないであろう。中廊の屋根⼩屋組の梁が結合していなかったら，こ
の壁は，⾃らの中に⽣じた傾斜のために，疑いもなく既に倒壊してしまっていたであろ
う。81 

 

ローマ最⼤のペートルスのバシリカで，円柱に⽀えられた側壁が垂直⾯から外れ，屋根
の崩壊を招きそうである。それについて，私は以前に次のような考案をした。傾いた壁
のうち，円柱⼀本分が⽀えている部分を最初に切り離し，運び去る。取り去った壁の代
わりに，正規の垂直な壁を更新する訳であるが，それは残された壁の左右から，いくつ
かの⽯造りの鉤と強⼒な留⾦物で結合される。最後に屋根に⽀える梁のうち，その下の
壁が傾いていたため取り除いた部分の梁 (の除去) のために，私はカプラと呼ばれる機
械を屋根の上に⽴てるよう推奨した。その機械の脚を屋根の両側及び壁の⼀層堅固な部
分に固定する。こうして次々に必要なだけの円柱当たりの壁を作り直していこうと考え
たのである。82 

 

この記述から明らかなように，アルベルティはサン・ピエトロ⼤聖堂を⼤幅に改築するとい
う意図は⽰しておらず，傾いた壁の修理について具体的に切実に述べている。つまり，De re 

aedificatoria 記述からは，ジャンノッツォ・マネッティが『ニコラウス五世の伝記』で述べる
ような，壮⼤なサン・ピエトロ⼤聖堂の再建計画に関わったようには思えないのである。 

 

                                                                                                                                                                      
Gianfranco Spagnesi, Roma, 1997, pp. 137-148; Charles R. Mack, “Nicholas the Fifth and the Rebuilding of Rome: Reality 
and Legacy”, op. cit. (1987), pp. 38-39. 

81 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 29. (p. 75.) «Atqui adverti in basilica Petri Romae, id quod res ipsa prae se fert, 
factum inconsultissime, ut supra crebras et continuatas apertiones praelongum et praelatum parietem ducerent nullis flexis 
lineis corroboratum, nullis fulturis communitum; quodve considerasse oportuit, totam ipsam alam parietis nimium frequenti 
apertione suffossam perquam sublimem tetendit, posuitque, ut impetuosissimis aquilonibus excipiendis extarent. Quo factum 
est, ut iam tum primum assidua ventorum molestia pedes plus sex ab perpendiculi rectitudine in pronum cesserit; neque dubito 
futurum, ut olim levi appulsu modicove motu corruat. Quod ni trabeationibus tectorum contineretur, procul dubio sponte sua 
iam inchoata obliquitate rueret.» 

82 Ibid., pp. 342-343. (p. 990.) «Apud Romam ad basilicam Petri maximam, quod alae parietum in columnis a 
perpendiculo declinantes ruinam tectis minentur, sic excogitaram. Pronam parietis sigulam partem eam, quam columna quaevis 
substineat, institueram abscidere atque e medio amovere; idque parietis, quod demptum esset, restituere opere ordinario ad 
perpendiculum, relictis inter struendum hinc atque hinc dentibus lapideis anseolisque validissimis, quibus reliqua structurae 
innovatio annecteretur. Denique ad tectum trabem, cui proclinata muri pars subadimenda esset, commendassem capreis 
machinis supra tectum erectis, firmatis hinc atque  hinc machinarum pedibus in tecti parietisque parte stabiliore. Hoc 
deinceps in alteris atque alteris columnis, quantum res postulasset, effecissem.» 
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第3章  アルベルティとジャンノッツォ・マネッティ−1453年のG. マネッ
ティの教皇庁への登場により G. マネッティがローマ復興の助言者となる可能性とニコ
ラウス五世をめぐるアルベルティとマネッティのライバル関係について−1 
 

 

 

前章で，15世紀の「都市施設管理官」 (Maestri di Strada) 関連⽂書を⽐べると，«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施設管理官に関する法規』2(以下 «Maestri di Strada 

(1452)»とする) において初めて，ローマの⽔環境改善が重要な事業として取り上げられてい
ることを指摘した。そして，アルベルティの De re aedificatoria第⼗書「建物の修復」における
⽔をめぐる記述と⽐較検討すると，両者に密接な関連性がみられ，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年までは関わっており，De re aedificatoria第⼗書は教
皇によるローマ改造の指針として書かれたと考えるのが妥当であると指摘した。さらに，De re 

aedificatoria 第⼗書執筆年代と，教皇とアルベルティの対⽴関係を象徴し，ニコラウス五世の
ローマ復興計画にアルベルティが関与しなかったという⽴場の最⼤の根拠となってきた『モ
ムス』の執筆年代を再検討すると，『モムス』は De re aedificatoriaが教皇に献呈されたあとに書
かれたと考えられる。つまり，タフーリの⾔うような『モムス』のユピテルを通したニコラ
ウス五世への批判は，De re aedificatoriaの教皇献呈以降アルベルティによって披露されたと考
えられ，アルベルティが 1452年以降，教皇に対する態度を転向した可能性は検討されるべき
であると前章で述べた。 

本章では，1452年あるいは 1453年にアルベルティの教皇庁での⽴場が変化したという点
を考える上で，第 2章にて少し述べた，アルベルティとジャンノッツォ・マネッティ (以下，
G. マネッティとする) の関係について考察を加えたい。繰り返すが，G. マネッティは『ニ
コラウス五世の伝記』3でニコラウス五世のローマ都市計画の姿を描き出す上で，ローマの⽔
環境整備について述べていない。G. マネッティは教皇の名がしっかりと刻まれている
«Maestri di Strada (1452)»さえも無視していると思えるほどである。例えば，第 32章のポンテ・
ディ・カナーレの街路整備についても何も語らない。サンタンジェロ橋についても，サンタ
ンジェロ城が位置するヴァティカン側，ボルゴ地区の整備に関連して述べるものの，ポンテ
地区については⼝をつぐんでいる4。そこに何かしらの意図があると考えるのは不⾃然ではな
                                                        

1 本章での議論をもとに，以下の論⽂を発表した。 岡北⼀孝，「アルベルティの「デ・パスティへの⼿紙」再
考—「マネッティ」をめぐって—」，⽇本建築学会近畿⽀部研究報告集，計画系，53，2013年 6⽉, pp. 865-868; 岡
北⼀孝，「ジャンノッツォ・マネッティの『世俗と教皇庁の式典について』の建築的描写における⼨法表現につい
て」，2013年度⽇本建築学会⼤会（北海道）学術講演梗概 F-2， 建築歴史・意匠，2013年 8⽉, pp. 769-770. 

2 Emilio Re, Maestri di Strada, in « Archivio della Società Romana di Storia patria », 43, 1920, pp. 86-102. 
3 Iannotii Manetti, De vita ac gestis Nicolai quinti summi pontificis, edizione critica e traduzione a cura di A. Modigliani, 

Fonti per la Storia dell’Italia Medievale - Rerum Italicarum Scriptores 6, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 
2005; Giannozzo Manetti, Liber Secundus De Getis Nocolai Quinti Summi pontificis, in Christine Smith and Joseph F. 
O’Connor, Building the Kingdom: Giannozzo Manetti on the Material and Spiritual Edifice, Brepols, ACMRS, 2007, pp. 
362-469. 

4 1450年のサンタンジェロ橋崩落という悲劇と，それを追悼するために橋のポンテ地区側に建てられた 2つの
⼩さな教会堂に関しては，マネッティは述べている。Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building the Kingdom, op. 
cit. (2007), p.372; Paul Davies, “The Tempietto on the Ponte Sant’Angelo and the Renaissance Architecture in Rome”, in Ashes 
to Ashes Art in rome Between Humanism and Maniera, Edited by Roy Eriksen and Victor Plathe Tschudi, Early Modern and 
Modern Studies I., Roma Edizioni dell’Ateneo, 2006, pp. 11-40. 
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い。 

G. 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 papae5

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。教皇の死去
ほどなくしてローマからナポリに移りアルフォンソ五世の宮廷で活躍したのちに，そのまま
ナポリで 1459年に没した6。よって，G. マネッティがニコラウス五世と蜜⽉の関係を築いた
のは 1453年以降であると考えられる。1453年といえばニコラウス五世が，壮⼤かつ華美な教
皇の都としてヴァティカン再⽣へとローマ復興のアプローチを変化させた時期と重なる。そ
の変化は G. マネッティの影響が⼤きい可能性もあるため，1453 年以降マネッティがニコラ
ウス五世のローマ復興についての建築計画のアドバイザーとしての役割を担っていたという
ことは検討されるべきだろう7。 

そのため本章では，G. マネッティがアルベルティと同様の⽴場で，建築の実践において
何かしらの助⾔を頼まれる⼈⽂主義者であったかどうか考察を加えたい。考察の対象となる
のは，G. マネッティの De Secularibus et Pontificalibus Pompis『世俗と教皇庁の式典について』8 

(1436年), (以下，『式典』と記す。) である。このテクストは，教皇エウゲニウス四世によっ
て 1436 年 3 ⽉ 25 ⽇に執り⾏われた，サンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂の献堂式が
主題である。とりわけ⼤聖堂の建築が誇る優雅さ，美しさを修辞的に詳しく述べている。サ
ンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂のような当時の第⼀級のモニュメントを建築的に描
写したものは，アルベルティを除けば，G. マネッティのテクスト以外は今のところ⾒つかっ
ていないため，G. マネッティが建築的理解の進んだ数少ない知識⼈と認識されていた可能性
は⾼いように思われる。 

そしてもう⼀つ，アルベルティが直筆で「マネッティ」という名を残している 1454年 11

⽉ 18 ⽇付の書簡，「リミニのサン・フランチェスコ教会堂改修についてのマッテオ・デ・パ
スティへの⼿紙」9 (以下，「デ・パスティへの⼿紙」とする。) を取り上げる。これまで「デ・

                                                        
5 Heinz Willi Wittschier, Giannozzo Manetti: Das Corpus der Orationes, Köln-Graz, Böhlau, 1968, pp. 79-84. 
6 マネッティの⽣涯については以下を参照した。Anna Modigliani, “Introduzione”, in Iannotii Manetti, De vita ac 

gestis Nicolai quinti summi pontificis op.cit. (2005), pp. VII-LIX. その他に，Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building 
the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 3-29; Stefano U. Baldassarri, “Introduction”, in Giannozzo Manetti, Biographical Writings, 
Edited and Translated by Stefano U. Baldassarri and Rolf Bagemihl, The I Tatti Renaissance Library 9, Cambridge 
(US)/London, Harvard University Press, 2003, pp. vii-xix; ヴェスパシアーノ・ダ・ビスティッチ／岩倉具忠・岩倉翔⼦・
天野恵共訳, 「ジャンノッツォ・マネッティ」，『ルネサンスを彩った⼈々 ある書籍商の残した『列伝』』, 臨川書
店, 2000, pp. 189-233; 杉崎泰⼀郎，「解題 ジャンノッツォ・マネッティ『フランチェスコ・ペトラルカの⽣涯』, 『ジョ
ヴァンニ・ボッカッチョの⽣涯』」, 池上俊⼀監修，『原典 イタリア・ルネサンス⼈⽂主義』，名古屋⼤学出版会，
2010, pp. 316-318. 

7 Stefano Borsi, Momus o del Principe. Leon Battista Alberti, i papi, il giubileo, (Biblioteca della Nuova Antologia, n°1) 
Firenze, Polistampa/Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 1999, pp. 84-85. 

8 本章で参照したテクストは， Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 
305-359. なお同書第⼆章は『世俗と教皇庁の式典について』の解説に割かれている。(Chapter 2, “The Consecration of 
Florence Cathedral”, pp. 31-49.) 

9 Leon Battista Alberti, New York, The Pierpont Morgan Library, MA 1734 Lettera di Battista Alberti a Matteo de’Pasti sulla 
Ristrutturazione della Chiesa di San Francesco di Rimini. Roma, 18 Novembre [1454], in Corpus Epistolare e Documentario di Leon 
Battista Alberti, a cura di Paola Benigni, Roberto Cardini e Mariangela Regoliosi, con la Collaborazione di Elisabetta Arfanotti, 
Edizione Nazionale opere di Leon Battista Alberti / Biographica. 2, Firenze, Polistampa, 2007, pp. 254-259; Leon Battista 
Alberti, Alberti and the Tempio Malatestiano an Autograph Letter from Leon Battista Alberti to Matteo De’ Pasti November 18, 
[1454], Edited and Translated into English with an Introduction and aNew Preface by Cecil Grayson, Traduite en Français 
par Michel Paoli, con Un Saggio Critico-Bibliografico di Alberto Giorgio Cassani, in «Albertiana» II, 1999, Firenze, Leo S. 
Olschki, pp. 237-274. 邦訳は以下の 2つがある。相川浩, 「L. B. Alberti から Matteo de Pasti への⼿紙（1454.11.18?）」, 
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パスティ」の⼿紙の「マネッティ」は，フィレンツェの⽯⼯，模型制作者，アントニオ・ディ・
チャケッリ・マネッティ (Antonio DI CIACCHERI MANETTI, 1404または 1405-1460年, 以
下 A. C. マネッティとする) とされてきた。A. C. マネッティは後に詳述するが，サンタ・マ
リア・デル・フィオーレ⼤聖堂のドゥオーモの採光塔や，サン・ロレンツォ教会堂，サント・
スピリト教会堂，サンティッシマ・アヌンツィアータ教会堂の建設に携わった10。確かに 1450

年代に，マネッティという名で建築界として活躍していたのは，A. C. マネッティ以外に考え
難いため，この⼿紙の「マネッティ」が A. C. マネッティであると推測するのは的外れでは
ない。しかしその他に「マネッティ」＝A. C. マネッティを⽀持する証拠は今のところない。
そこで，「マネッティ」が，G. マネッティである可能性を本章で探っている。この⼈物が G. 

マネッティであるならば，彼はアルベルティのライバルとして当時の建築実践において広く
影響を与えていたと考えられ，1453年以降マネッティがニコラウス五世のローマ復興につい
ての建築計画のアドバイザーであったことの傍証にもなるからである。 

 

 

 

 

 

G. マネッティ『世俗と教皇庁の式典について』−フィレンツェ大聖堂の建築的描写
の分析による G. マネッティの建築理解について− 
サンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂 (図 3-1) の献堂式は，教皇エウゲニウス四世

によって 1436 年 3 ⽉ 25 ⽇に執り⾏われた。そこには各国の王や枢機卿，フィレンツェのシ
ニョーリアから⼀般市⺠，さらにはフィレンツェ周辺地域の市⺠まで総勢 20万⼈がこの献堂
式を⽬撃したと⾔われる。そしてそこにはシジスモンド・マラテスタも出席しており，⾮常
に重要な役割を担っていた11。『式典』でも 1436年時点で⼤聖堂のクーポラの⼯事は頂塔を残
すのみとなっていた。天⾼く聳えるドゥオーモについてはアルベルティも『絵画論』のブル
ネッレスキへの序⽂で賛辞を述べており，この著作⾃体 1436年の作であることから，アルベ
ルティ⾃⾝この荘厳な儀礼を⽬の当たりにした可能性が⾼い12。 

G.マネッティの『式典』は，その献堂式を描いている。その式典にも参加していたと思わ
れる，アーニョロ・アッチャイウォーリ (Agnolo ACCIAIUOLI, ?-1467年) の要請によって
書かれたが，1436年のいつ執筆されたのかまでの特定には⾄っていない。この著作以外にも
                                                                                                                                                                      
『⽇本建築学会⼤会学術講演梗概集（中国）』, 昭和 43年 10⽉, pp. 767-768; 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. 105-106. 

10  Isabelle Hyman, “Ciaccheri, Antonio”, in Dizionario Biografico degli Italiani, 25, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1981, pp. 76-78; Howard Saalman, “Tommaso Spinelli, Michelozzo, Manetti, and Rosselino”, in « The Journal of the 
Society of Architectural Historians », Vol. 25, No. 3, 1966), pp. 151-164; Franco Borsi, Gabriele Morolli, Francesco Quinterio, 
Brunelleschiani : Francesco della Luna, Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto il Buggiano, Antonio Manetti Ciaccheri, Giovanni di 
Domenico da Gaiole, Betto d’Antonio, Antonio di Betto, Giovanni di Piero del Ticcia, Cecchino di Giaggio, Salvi d’Andrea, Maso di 
Bartolomeo,Fonti e Documenti per la Storia dell’Architettura 7, Roma, Officina, 1979, p.273; Riccardo Pacciani, “Firenze nella 
Secondo metà del Secolo”, in, Storia dell’architettura italiana IL QUATTROCENTO (1998), pp. 339-342. 

11 献堂式出席者については，Dale Kent, Cosimo de’ Medici and the Florentine Renaissance: The Patron's Oeuvre, New 
Haven and London, Yale University Press, 2000, p.126; Christine Smith and Joseph F. O'Connor, Building the Kingdom, op. 
cit. (2007), pp. 345-348. 『列伝』の「教皇エウゲニウス四世」にも献堂式の様⼦が描かれている。ヴェスパシアーノ・
ダ・ビスティッチ, 前掲書, 『ルネサンスを彩った⼈々』(2000), pp.12-13. 

12 Leon Battista Alberti, Opere Volgari, a cura di Cecil Grayson, vol. 3, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1973, pp. 7-8. (邦
訳：レオン・バッティスタ・アルベルティ, 『絵画論』, 三輪福松 訳, 中央公論美術出版, 1992, pp. 6-7.) 
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献堂式について記した著作は，ヴェスパシアーノ・ダ・ビスティッチの『列伝』の「教皇エ
ウゲニウス四世伝」，レオナルド・ブルーニ (Leonrdo BRUNI, あるいは Leonardo ARETINI,  

1370-1444年) の『同時代史』Rerum suo tempore gestarum commentarius (執筆年代未特定，1440年
以降) などあるが，⼤聖堂の建築イメージの描写 (Descriptio) が詳細なのは『式典』以外に
は⾒当たらない13。このブルネッレスキの傑作にわずかに触れているのがマッテオ・パルミ
エーリ (Matto PALMIERI, 1406-1475年) の『諸時代史』 Liber Temporibus (1450年頃) や教皇
ピウス⼆世 (PIUS II, 本名：Aeneas Silvius PICCOLOMINI, 1405-64年，在位：1458-64年) の
『忘備録』 Commentarii (1462-63年) であるが，⾮常に淡泊な記述といえる14。そのため，『式
典』は，フィレンツェの⼀⼤イベントであった，献堂式の模様を書き留めるためというより
もむしろ，修辞学の伝統的技術である「エクフラシス」 (ekphrasis) を⽤いて，繊細な建築的
描写を⾏うことにより，⾃らの弁論能⼒と建築空間の認識⼒の⾼さを誇⽰する⽬的があった
ように思われる15。 

建築や空間についての描写のうち，⽣彩さやいきいきとした印象（エナルゲイア）を受け
⼿に与えることによって現前に真実さをもって⽴ち現れるような描写を古代以来エクフラシ
スと呼んできた。そもそもエクフラシスは，⼈物，出来事，場所，時間についての鮮明な描
写を指してきたが，ルネサンス以降，絵画，彫刻，建築などの視覚芸術を詳細に描写した⾔
論へと変化していく16。 

 

 

 

フィレンツェ大聖堂の描写の概要 
『式典』は 4つのパートから構成されている。 

1. この著作の意図を記した，序⽂。 

2. 献堂式の煌びやかな装飾や，⼤聖堂の描写。 

3. サンタ・マリア・ノヴェッラ教会堂から⼤聖堂へと向かう⾏列の様⼦と，そこに 

     参列している教皇庁や世俗の⾼貴な⼈々について。 

4. 献堂式のミサと，その出席者の様⼦について。 

さらに，2つ⽬のパートは以下の 5つのパートに細分化できる。なお，このパートの記述につ
いては，2-A, 2-B,… と順に本⽂を引⽤し，翻訳したものを本章の最後に付してある。 

A) ⼤聖堂と⼈体のアナロジーについて。 

                                                        
13  Caroline Van Eck, “Giannozzo Manetti on Architecture: The Oratorio de Secularibus et Pontificalibus in 

Consecratione Basilicae Florentinae 1436”, in «Renaissance Studies», vol. 12, Issue 4, 1998, pp. 453-454. 
14 Matthei Palberii, Liber de Temporibus, a cura di Gino Scaramella, in Rerum Italicarum Scriptores, Ordinata di L. A. 

Muratori, Nuova Edizione Riveduta Ampliata e Corretta, Con la Direzione di Giosue Carducci e Vittorio Fiorini, Tom. 
XXVI, Città di Castello, S. Lapi, 1915, p.124. 原⽂は以下。 «Florentiae ecclesiam maximam, cuius testudo in terris 
singularis, Philippo florentino architecto curante, nullis sustentaculis absoluta est, Eugenius pontifex solemni pompa dedicavit», 
Enea Silvi Piccolomini (Papa Pio II), I Commentarii, a cura di Luigi Totaro, Nuova Edizione Ampliata, Milano, Adelphi, 
2008, p. 362. 原⽂は以下。«Ceterum inter aedificia nullum memorabilius est aede Sanctae Reparatae, in qua fornix est ad 
amplitudinem eius proxime accedens quam Romae in Agrippae templo admiramur, quod Pantheon vocavere.» ピウス⼆世は
ここで，壮⼤なこのドゥオーモをパンテオンに⽐肩するほどのものであると述べている。 

15  Caroline Van Eck, “Giannozzo Manetti on Architecture”, op. cit. (1998), p. 455. 
16 エクフラシスについては，Ruth Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuation in Ancient Rhetorical Theory and Practice, 

Farnham, Ashgate, 2009; Ruth Webb, "Ecphrasis", in The Classical Tradition, Edited by Anthony Grafton, Glenn W. Most, 
Salvatore Settis, The Belknap Press of Harvard University Press, 2010, pp. 291-292; ⻄村清和, 『イメージの修辞学ことば
と形象の交叉』, 三元社, 2009年など。 
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B) ⼤聖堂の⼨法について。 

C) ⾝廊や側廊，さらには円柱や扉などの描写。 

D) 世界の七不思議の⼀つともいえる，壮⼤なクーポラへの賛辞と描写。 

E) その他の装飾の細やかな描写。 

G. マネッティは，サンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂のクーポラと内陣を中⼼に
描写している。それはおそらく献堂式の意味と深い関わりがあると思われる。1436年の献堂
式は⼤聖堂全体の聖別のために執り⾏われたわけではない。まず，アルノルフォ・ディ・カ
ンビオのもとで新たに建設が始まったのをきっかけに，1296年 9⽉に祝福の儀式が⾏われ，
サンタ・レパラータという名から，サンタ・マリア・デル・フィオーレという名に⼤聖堂が
改名された。次に，1412年に教会堂を正式に聖⺟マリアに捧げるための，献堂式が⾏われて
いる。そして，1436年にクーポラの完成を祝し，クーポラを聖別するために，献堂式が⾏わ
れたのである17。G. マネッティの描写がクーポラを中⼼に描いているのはそのためであった
と思われる。では次項から『式典』における⼤聖堂の描写を整理し，いくつか項⽬を⽴てつ
つ述べていく。 

 

 

 

フィレンツェ大聖堂の描写における寸法表現 
まずは，⼈体と教会堂平⾯とのアナロジーと教会堂の⼨法表現の意味について述べていく。

当該箇所は，(2-A)，(2-B)，(2-C) の記述にみられる。アルベルティも De re aedificatoriaで⼈体
と建築のアナロジーについて語っているように18，キリスト教会と⼈間の⾝体のアナロジーと
いうのは当時珍しい表現ではなかった。15世紀のその思考の源流となったのは，聖書とウィ
トルーウィウスの『建築⼗書』であり，G. マネッティにもその 2つが共存していたと⼀般的
に考えられている19。その特徴は，「さあ，われわれの⾝体をこの教会に重ね合わせてみましょ
う。頭を東端に起き，その⼿が北と南を向くように，それぞれ反対に伸ばしてみましょう。
そして，すると⾃然に⾜は⻄側を指すでしょう。」(2-A)という箇所と，「この素晴らしき神殿
のその細⻑き姿はーすでに私は肩と頭部がない⼈間の姿のようだと申し上げましたー3 つの
違った姿に分割することができます。それは⽯積みの巨⼤な柱によって 3つの「船」(naves) が
形づくられているようです。」(2-C) に表れている。ここで，マネッティは我々が頭の中で，
まさに⼈間のからだと教会堂がぴったり⼀致するイメージを⽣き⽣きと思い浮かべられるよ

                                                        
17 Howard Saalman, Filippo Brunelleschi: the Cupola of Santa Maria del Fiore, London, Zwemmer, 1980, pp. 133-134. 
18 第⼀書第 9章，第九書第 5章，第九書第 7章など。Leon Battista Alberti, L’architettura (De re aedificatoria), Testo 

latino e traduzione a cura di Giovanni Orlandi, Introduzione e note di Paolo Portoghesi, Milano, Polifilo, 1966, pp. 64-68, pp. 
810-824, pp. 834-838 (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, pp. 25-27, 
pp. 282-286, pp. 290-291.). アルベルティの⼈体と建築のアナロジーについては，Robert Tavernor, “Concinnitas, o la 
Formazione della Bellezza”, in Leon Battista Alberti, a cura di Joseph Rykwert e Anne Engel, Milano, Olivetti/Electa, 1994, 
300.315, Robert Tavernor, On Alberti and the Art of Building, op.cit. (1998), pp. 39-48. 

19 『ヨハネによる福⾳書』第 2章第 21節，『コリントの信徒への⼿紙⼀』第 3章第 16，17節，第 6章第 15節。
順に，『聖書 新共同訳 旧約聖書続編つき』, ⽇本聖書協会, 2007, p.166 p.302 p.306; 『建築⼗書』第三書第 1章。
Vitruvio, De Architectura, a cura di Pierre Gros, Traduzione e commento di Antonio Corso e Elisa Romano, 2 Tomi, Torino, 
Einaudi, 1997, pp. 236-242. cf. Caroline Van Eck, “Giannozzo Manetti on Architecture”, op. cit. (1998), pp. 464-466; 
Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 256-268. G. マネッティの，この⼈体と
建築のアナロジーの概念に最も影響を与えたのがマンドのドゥランドゥス (Guilelmus DURANDUS, 1230-1296) の
Rationale divinorum officiorum『典礼⼤全』 (1280年頃) といわれる。 
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うに，⾔葉を投げかけている。そして，⼈間の⾝体，教会堂の平⾯，⼗字架というような様々
なイメージがこの空間に折り重なる様⼦を我々の頭に焼き付ける。さらに，⾝廊と側廊をぞ
れぞれ「船」と表現し，それがノアの箱⾈を想起させる20。ここで我々は様々な聖性のイメー
ジを受けて，教会堂の荘厳さに圧倒される。その描写に挟まれて，教会堂の⼨法について語
られている。この⼨法体系にもまた，様々なアナロジーが含まれていると思われるが，実際
には謎が多い。実際の⼤聖堂の⼨法と G. マネッティのいう⼨法を表にまとめると，以下の
ようになる21。 

 

 G. マネッティ 実際の大聖堂 

教会堂の奥行き 260 パッスス 262 ブラッチョ 

教会堂の幅 

（身廊+側廊） 

66 パッスス 66 と 7/8 ブラッチョ あるいは 72 ブラッチョ 

身廊奥行き 記述なし 136 ブラッチョあるいは 144 ブラッチョ 

身廊幅 記述なし 33 と 9/16, あるいは 36 ブラッチョ 

身廊高さ 70 パッスス 72 ブラッチョ 

側廊幅 記述なし 16 と 21/32, あるいは 18 ブラッチョ 

側廊高さ 50 パッスス 36 ブラッチョ 

ドーム幅 記述なし 72 ブラッチョ 

ドーム高さ 150 パッスス 144 ブラッチョ (クーポラの高さが 55 ブラッチョで，

クーポラ起点までの高さが 89 ブラッチョ) 

交差部幅 160 パッスス 156 ブラッチョ 

交差部奥行き 100 パッスス 118 ブラッチョ 

 

まず表において実際の⼤聖堂と記した⻑さについて説明しておきたい。1357年 6⽉ 19⽇
の記録によって，⾝廊，側廊あわせた⼤聖堂の内法幅は，66 と 7/8 ブラッチョ，教会堂頭部
の内法幅が 62 ブラッチョ，教会堂全体の奥⾏きがピア芯々164 ブラッチョであり，1 ベイ当
たりの奥⾏きがピア芯々34 ブラッチョ，⾝廊のベイ幅がピア芯々33 と 9/16 ブラッチョであ
ることが判明している22 (図 3-2)。しかし，この数値は⼤聖堂が現在の姿になる前の数値であ
り，その後⼤聖堂のとりわけ東奥が⼤幅に増築されたため (図 3-3)，1436年の献堂式時点の

                                                        
20 Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 256-268: p.336; Caroline Van Eck, 

“Giannozzo Manetti on Architecture”, op. cit. (1998), pp. 463-465. 
21 実際の⼤聖堂の⼨法については，Howard Saalman, “Santa Maria del Fiore: 1294-1418”, in «The Art Bulletin», Vol. 

46, No. 4, 1964, pp. 471-500; Flanklin K. B. Toker, “Florence Cathedoral: The Design Stage”, in «The Art Bulletin», vol. 60, 
No. 2, 1978, pp. 214-231; Howard Saalman, Filippo Brunelleschi, op.cit. (1980), pp. 32-57: pp. 70-97; Franklin Toker, 
“Arnolfo’s S. Maria del Fiore: A Working Hypothesis” in «Journal of the Society of Architectural Historians», Vol. 42, No. 2, 
1983, pp. 101-120; Craig Wright, “Dufay’s Nuper rosarum flores, King Solomon’s Temple, and the Veneration of the Virgin”, 
in «Journal of the American Musicological Society» 47, no. 3, 1994, pp. 395–441; Marvin Trachtenberg, “Architecture and Music 
Reunited: A New Reading of Dufay’s ‘Nuper Rosarum Flores’ and the Cathedral of Florence”, in «Renaissance Quarterly» 54, 
2001, pp. 740-775; Idem., Building-in-Time, From Giotto to Alberti and Modern Oblivion, New Haven and London, Yale 
University Press, 2010, pp. 145-174. 

22 Cesare Guasti, Santa Maria del Fiore: La costruzione della Chiesa e del Campanile, Firenze, Tipografia di M. Ricci, 1887, 
pp. 94-95; Howard Saalman, “Santa Maria del Fiore”, op. cit. (1964), pp. 477-480; Idem., Filippo Brunelleschi, op.cit. (1980), pp. 
38-40. 
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⼤聖堂の成り⽴ちを説明してくれないと幾⼈もの研究者が指摘している23。とりわけ，トラク
テンバーグの指摘は興味深い。基本的に⼤聖堂の⼨法は，サン・ジョヴァンニ洗礼堂の⼋⾓
形の⼀辺である 24ブラッチョを⼀単位として成り⽴っているという指摘である (図 3-5)。た
とえば，側廊と⾝廊あわせた内法幅は 66と 7/8ブラッチョであるが，壁厚も含めると，24ブ
ラッチョの 3倍である 72ブラッチョであるという。また，確かに⾝廊の奥⾏きはピア芯々で
は 136ブラッチョであるが，その後⼤幅に交差部が拡⼤することにより，第 4ベイの東側の 2

本のピアがより⾁厚化していることに着⽬しなければならないとトラクテンバーグは述べる。
その付加された厚さ 8ブラッチョを考慮に⼊れた，144ブラッチョ (24ブラッチョの 6倍) を
⾝廊の奥⾏きと考えることが，⼤聖堂がいかに構想されたかという点では重要であると述べ
ている。さらに，クーポラの⾼さが 55ブラッチョで，地上からクーポラ起点までの⾼さが 89

ブラッチョ，あわせて 144ブラッチョという数値は，フィボナッチ数列の関係性 (1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34, 55, 89, 144, ...) にあるとも指摘し，教会堂頭部の放射状祭室の⼨法についても幾何
学的操作で説明でき，⼤聖堂は極めて幾何学的に成り⽴っていると結論づけている24 (図 3-4, 

3-6, 3-7, 3-8) 。 

当時⼤聖堂は，1ブラッチョ＝583.6mm のフィオレンティーノ・ブラッチョを尺度に建設
されたと考えられている。⼀⽅で，G. マネッティのいうパッススが現在の単位で何 mmなの
か具体的な事は全くわかっていない。スミス／オコナーは，おそらくローマ尺と同じ，1パッ
スス＝295mm ではないかと推定し，その尺度を当てはめると，G. マネッティのいう⾝廊⻑
さは，260 ローマ尺 (76.7m) になり，実際の⾝廊⻑さとさほど差がないと述べている。実際
の⾝廊⻑さはどの⻑さをとるかという点で議論の余地はあるが，136ブラッチョ (79.37m) あ
るいは，144ブラッチョ (84.04m) である25。しかし，G. マネッティの記述は，⾝廊の⻑さで
はなく，教会堂の⻑さを⽰していると解釈するのが⾃然であり，このスミス／オコナーの指
摘は的外れのように思える。⼀⽅で，なぜ G. マネッティが当時建設に⽤いられていた単位
である，ブラッチョ尺（腕尺）ではなく，パッスス尺（複歩尺）を⽤いたのかという点に関
して，スミス／オコナーは，1420年代に，グレゴリオ・ダーティ (Gregorio DATI, 1362-1435) 

が⼤聖堂の⻑さを 240パッスス，幅を 66パッススと記していることに倣ったのではないかと
指摘している26。それでも，ダーティが 240パッススと主張する⼀⽅で，G. マネッティは 260

パッススであり，⾷い違いを⾒せている。スミス／オコナーは，バルトロメオ・スカーラ 

(Bartolommeo SCALA, 1430-97年) が⼤聖堂の奥⾏きを 260クビトゥスと記し，ジョルジョ・
ヴァザーリ (Giorgio VASARI, 1511-74年) が 260ブラッチョとしていることから，⾝廊の⻑
さは「260」という数であると信じられていたのではないかと述べている27。幅が 66パッスス
という 2⼈の記述に着⽬し，⼤聖堂の内法幅が 66と 7/8ブラッチョであることを思い起こす
                                                        

23 Howard Saalman, “Santa Maria del Fiore”, op. cit. (1964), pp. 471-500; Charles W. Warren, “Brunelleschi’s Dome and 
Dufay’s Motet”, in «The Musical Quarterly» 59, 1973, pp. 92-105; Flanklin K. B. Toker, “Florence Cathedoral”, op. cit. (1978), 
pp. 214-231; Howard Saalman, Filippo Brunelleschi, op.cit. (1980), pp. 32-57: pp. 70-97; Craig Wright, “Dufay’s Nuper 
rosarum flores,”, op. cit. (1994), pp. 395–441; Marvin Trachtenberg, “Architecture and Music Reunited”, op. cit. (2001), pp. 
740-775; Idem., Building-in-Time, op. cit. (2010), pp. 145-174. 

24 Marvin Trachtenberg, “Architecture and Music Reunited”, op. cit. (2001), pp. 740-775; Idem., Building-in-Time, op. 
cit. (2010,) pp. 145-174. 

25 Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 335-336. 
26  Ibid., p.336; Creigton Gilbert, “The Earliest Guide to Florentine Architecture, 1423”, in «Mitteilungen des 

Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 14, H. 1, 1969, pp. 33-46. 
27 Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 127-134: p.336. スカーラのいう

クビトゥスはブラッチョと同じ⼨法であると考えてよいとスミス／オコナーはいう。 



第 3章  アルベルティとジャンノッツォ・マネッティ 

   70 

と，ダーティや G. マネッティはブラッチョをパッススに変換して⼨法記述しているのでな
いかとも思える。G. マネッティの⼨法単位のとらえ⽅について他に頼りになるのは『ニコラ
ウス五世の伝記』における教皇によるサン・ピエトロ⼤聖堂の計画案についての描写である。 

 

さて，ではまことに気⾼く⾼潔で今⽇最も崇敬されている教皇の神殿の平⾯について⾔
葉を続けよう。階段を昇った先の，神聖なる神殿の第⼀の⽞関 (ウェスティブルム) の
前では⻑さが 500クビトゥス，幅が 100クビトゥスの広⼤な広場をもっとも美しいかた
ちで⽬にすることができる。この⽞関の造りこまれた階段の多様な⾊彩による優雅さを
産み出すために，⼤理⽯と斑岩とエメラルドが交互に配されている。その広場は，既に
述べたように，ずっと先の並外れて⾒事な列柱廊に⾄るまでの 500 パッススの⻑さを誇
り，我々の⽬を愉しませる美しさの模範であります。28 

 

G. マネッティは同じ広場の同じ⻑さについて，500 クビトゥスと 500 パッススと異なる
単位を⽤いて説明している。この点から，G. マネッティはクビトゥス＝パッススと考えてい
るか，あるいは単位がクビトゥスであろうがパッススであろうがさして⼤きな問題ではなく，
その数字⾃体が⼤事であって，単位については無頓着であったと推察される29。サンタ・マリ
ア・デル・フィオーレ⼤聖堂に関して，仮にパッスス＝ブラッチョという⽬で上記の⼤聖堂
の⼨法表を眺めてみれば，G. マネッティの描写は実際の⼤聖堂の姿をおおよそ把握できてい
たと考えることもできる。 

G. マネッティがフィレンツェのドゥオーモの⼨法を認識できていたとするならば，『式典』
の⼨法と実際の⼨法との数値の違いはどう説明できるであろうか。実際の⼨法数値よりも，
260, 66, 70, 100, などの数字が持つさまざまな象徴性とイメージ喚起を優先させたためではな
いだろうか30。G. マネッティの記述は修辞学の伝統に則った「描写」descriptio であり，建築
的イメージを想起させる仕掛けを先⾏させているというわけである。しかし，本来の⼤聖堂
の基本設計にあったとされる，144という数も，ヨハネの黙⽰録における新しいエルサレムの
城壁の⻑さとのアナロジーで語ることのできる象徴性をもつとトラクテンバーグは指摘して
いるため，数象徴という観点からだけでマネッティの⼨法を説明することはできない31。G. マ
ネッティが，建築の元となった模型や図⾯などを材料に弁論を構築しているため⼨法数値に
ぶれがあるのではないかとも考えられている32。他にも，この⼨法表現についてはいくつかの

                                                        
28  Ibid., pp. 398-400. «Nunc vero ad admirabilem ac profecto magnanimam et devotissimam apostolici templi 

designationem deinceps procedamus. Ante primum igitur huius sacre edis vestibulum super scalas prominens maxima quedam 
area quingentorum in longitudine, centum in latitudine cubitorum pulcherrime apparebat. A formosis nanque predicti vestibuli 
gradibus quos partim marmoreos, partim porphireos, partim smaragdinos diversorum colorum decoris gratia interserebat 
incipiens usque ad egregia et nobilitata intercolumnia per quingentos, ut diximus, passus in longum extendebatur super quibus 
tres commemorati vici porticus, speciosorum omnium spectaculorum visu pulcherrimum specimen, sustentabantur.» 

29 G. マネッティの⼨法概念については，Ibid., pp. 127-128; Mario Curti, “L’admirabile Templum di Giannozzzo 
Manetti alla Luce di Una Ricognizione delle Fonti Documentarie”, in L'architettura della basilica di San Pietro. Storia e 
costruzione, A cura di Gianfranco Spagnesi, Roma, 1997, pp. 111-118; Christoph Luitpold Frommel “Il San Pietro di Nicolò 
V”, in L'architettura della basilica di San Pietro., op. cit. (1997), pp. 103-110; Idem., “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. 

30 Stefano Borsi, Nicolò V e Roma, Alberti, Angelico, Manetti e un grande piano urbano, (Biblioteca della Nuova Antologia, 
n°31) Firenze, Edizioni Polistampa/Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 2009, pp. 484-500. ここでボルシは，100，50，
10，6という数字がバシリカの聖性を表すにふさわしい数字だと様々な史料をもとに述べている。 

31 『ヨハネの黙⽰録』，第 21章第 16節, 『聖書』，前掲書 (2007), p.478; Marvin Trachtenberg, “Architecture and Music 
Reunited”, op. cit. (2001), pp. 768-769. 

32 Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 119-134. ニコラウス五世が計画
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指摘を受けてきた。キャンフィールドはマネッティが古典的な擬⼈論をここでフィレンツェ
のカテドラルに適⽤したのは，この⼤聖堂の構造に数学的なルールが適⽤されていることを
強調したかったためであり，古代からの建築的伝統の延⻑上に⼤聖堂が位置づけられること
を⾔いたかったのではないかと述べている33。また，ウィットシーアも，⼨法の列挙が短く，
体系的でなく，この⼨法から実際の建物を⽴ち上げる事は不可能ではあるが，G. マネッティ
はあるプロポーションの原理のもとに⼤聖堂が建設されたことを⽰したかったのではないか
と指摘している34。 

 

 

 

フィレンツェ大聖堂のクーポラの描写ーアルベルティと G. マネッティの違いー 
(2-D) の，「皆さまは，うっかりと⼤聖堂の外観の素晴らしさについて私が⼝にするのを

忘れているのではないかとお思いでしょう。しかし，それには及びません。このバシリカの
内部の配置について述べるだけでも⼗分であると思われるからです。」からも明らかなように，
G. マネッティは⼤聖堂の外観については全く触れない。献堂式においては，サンタ・マリア・
ノヴェッラ教会堂から⼤聖堂への⾏列⾏進も重要な⾒世物であり，その⾏進のなかで視界に
⼊ってくるフィレンツェの街のシンボルの雄⼤な外観について述べないというのは奇妙であ
る。この点に関して指摘されるのは，アルベルティの『絵画論』俗語版，ブルネッレスキへ
の序⽂との関係である。アルベルティはここで次のように述べている。 

 

当地〔フィレンツェ〕で，あの偉⼤な建造物〔ブルネレスキの作ったサンタ・マリア・
デル・フィオーレ⼤聖堂の穹窿を指す〕を⾒て，建築家ピッポ〔ブルネレスキ〕を賞賛
しないほど頑迷な，もしくは嫉妬深い⼈が⼀⼈だっているでしょうか。その建物たるや
天をも摩し，その影をもって全トスカナを覆うほど広く，迫枠や多くの⽊材の助けもな
しに作られているのです。全くなんたる⼈⼯の粋を尽くしていることでしょう。35 

 

ルベルティはクーポラの外観および構造的⾰新と，ブルネッレスキの天才について簡単に述
べる⼀⽅で，マネッティとは正反対に⼤聖堂の内観についてはまったく触れていない。これ
を意識して，G. マネッティは先の引⽤と，「この教会の内陣の信じられないばかりの美しさ
について，素晴らしいという⾔葉のほかに，なんと⾔いましょう。ひと⾔ふた⾔を⼝にする
ぐらいなら，完全に沈黙を守った⽅が，より適切であるように思えます。」(2-D) という描写
を⾏ったのではないかという指摘である36。建築の構想者としての 2⼈のライバル関係をこの
⼀節が表しているとも思えるのだが，重要なのは G. マネッティがブルネッレスキに⾔及し
ていない事だと思われる。G. マネッティは，「この⾒事な建物は驚くべきことに，下から上
                                                                                                                                                                      
したサン・ピエトロ⼤聖堂に関する，図⾯や模型は今のところ⾒つかっていない。しかし，当時の⼤がかりな建設
計画において，模型などが事前に制作されたことは間違いない。cf. Henry A. Millon, “Models in Renaissance 
Architecture”, in The Renaissance from Brunelleschi to Michelangelo, The Representation of Architecture, Edited by Henry A. Milon 
and Vittorio Magnago Lampugnani, Milano, Bompiani, 1994, pp. 18-73. 

33 Gabliera Befani Canfield, “The Florentine Humanists’ Concept of Architecture in the 1430s’ and Filippo Brunelleschi”, 
in Scritti di Storia dell'arte in onore di Federico Zeri, l'Edizione è Stata Curata da Mauro Natale, 2 Tomi, Milano, Electa, 1984, 
Tom. I, p. 116. 

34 Heinz Willi Wittschier, Giannozzo Manetti, op.cit. (1968), p.55. 
35 アルベルティ, 『絵画論』前掲書, 1992, p.7. (原⽂：Leon Battista Alberti, Opere Volgari, op. cit. (1973), pp. 7-8.) 
36 Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 337-338. 



第 3章  アルベルティとジャンノッツォ・マネッティ 

   72 

まで，神によってなされたかのように，天上から持ち運ばれたかのような正確で優雅な切⽯
で構築されています。この信じられない規模ゆえに，私の⽬は，ーこれは極めて正当である
と思えるのですがー，この建物が⼈間の⼿で作られたのではないのではと疑っているのです。」
(2-D) というように，アルベルティが「全くなんたる⼈⼯の粋」と述べたのとは対照的に，
この⼤聖堂が⼈間の⼿を越えた，神聖かつ超越的な建造物であることを強調している。そし
て，教会堂に穿たれた窓は神の眼であり，それを通して降り注ぐ光は神の栄光であるともい
い，G. マネッティの神の恩寵を受けた建築としての⼤聖堂についての描写は留まることをし
らない。⼤聖堂の内観にこだわりなされた描写は，⼤聖堂そのものの建築的美しさを表現す
ること以上に，その空間を体験する⼈々が，さまざまなアレゴリーや⽐喩を通して，荘厳，
優雅，神聖さをかき⽴てられるように綴られている。 

 

 

 

G. マネッティのフィレンツェ大聖堂の描写と『薔薇の花が先ごろ』 
G. マネッティの『式典』での建築描写のような建築のプロポーションと象徴性が違うか

たちで表現された例として，献堂式で演奏された『薔薇の花が先ごろ』Nuper Rosarum floresに
ついて少し述べておきたい。ギョーム・デュファイ (Guillaum DUFAY, 1397?-1474年) によっ
て献堂式のために作曲されたこの曲は，G. マネッティも『式典』の中でも⾔及している37。 

 

聖職者らしく着飾ったローマの枢機卿が儀礼のために祭壇に近づくと，幾重にも折り重
なるメロディが流れ出しました。様々な歌が交互に聞こえ，まさに天にも昇るような⾳
楽の調和を感じます。私たちの⽿は，⽢い幾重ものメロディに⼼地よく刺激されて。ま
るでセイレーンの歌声に魅惑されて⼤いに畏敬の念を抱いているようです。この⾳楽は
あまりに崇⾼なので，⼀年のうちで最も荘重な祝祭⽇である，⼈類の救済の⽇に舞い降
りてくる天使たちによって奏でられているように思えます。この祝宴の⽇に天使たちは，
⽣き⽣きとして⽢い⾳楽を贈ってくれたのです38。 

 

G. マネッティがこの曲を⽿にしたのは間違いないが，問題はこの曲にデュファイがこめたア
ナロジーをマネッティが理解していたかどうかである。それは，『薔薇の花が先ごろ』の楽曲
が「6対 4対 2対 3」の構成⽐で成り⽴っている⼀⽅で，⼤聖堂の各部の⼨法に，24ブラッチョ，
72ブラッチョ，144ブラッチョという数値が数多く表れており，教会堂にも 6, 4, 3, ,2という
⽐例関係が⾒られるということである。それだけに留まらず，「6 対 4 対 2 対 3」という⽐例
は，ソロモンの神殿のプロポーションに基づいており，その数的関係は神聖さを含意し，さ
まざまなアナロジーを内包しているというのである。もはや⼤聖堂はマリア崇拝やエルサレ
ムのイメージを想起させる，荘厳，優雅，神聖さというイメージの器となっているというこ
                                                        

37 『薔薇の花が先ごろ』の楽譜や歌詞については，Craig Wright, “Dufay’s Nuper rosarum flores,”, op. cit. (1994), pp. 
398-399: 440-441. 

38 Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 320-322. «Unus deinde postea 
romane ecclesie caedinalis omnibus sacerdotalibus ornamentis de more preparatus ad altare accessit ut divinum officium 
celebraret. Interea tantis tamque variis canoris vocibus quandoque concinebatur, tantis etiam symphoniis ad celum usque elatis 
interdum cantabatur ut angelici ac divini cantus nimirum audientibus apparerent adeoque audientium aures mira variarum 
vocum suavitare titillabantur ut multum admodum ceu de syrenum cantibus fabulantur obstupescere viderentur quod in celis 
etiam quotannis hac ipsa solemnissima die qua principium humane salutis apparuit ab angelis fieri non impie crediderim ut 
diem festum celebrantes suavissimis cantibus vehementis indulgerent.» 
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とである39。スミスは，G. マネッティの⼤聖堂の⼨法描写を考えると，この複雑なアナロジー
を G. マネッティは理解していなかったのではと述べている40。⼀⽅で，トラクテンバーグは
このような⼀⾒複雑にもみえる象徴の交差は，フィレンツェの⼈⽂主義者のあいだで，とり
わけ修辞学や弁論の場⾯では当たり前に⾏われていたことだと延べている41。こうしたアナロ
ジーをくみ取る事ができることこそ教養であり，知識⼈の証であったと考えられるため，デュ
ファイと G. マネッティを結びつける直接的な証拠は⾒当たらないが，トラクテンバーグの
⾒解がより妥当と考えられる。 

この空間体験を重要視する G. マネッティの態度は，パトロンとなって，⾃邸や菩提寺に
あたるような教会堂を建設していく君主の⼼に訴えかけたに違いない。⼨法にも⾔及しなが
ら，さまざまなアレゴリーを織り込み，⼤聖堂について細やかに描写したのは，この時代に
おいて G. マネッティの他にない。彼がアルベルティと並び，⼈⽂主義者の中でも建築的素
養に優れた⼈物であると⾒なされており，君主や知的サークルに与えた影響は⼤きいと考え
られる42。 

 

 

 

 

 

「マッテオ・デ・パスティへの手紙」−手紙で言及されるマネッティについて− 
『式典』についての⼤聖堂描写を考慮に⼊れると，G. マネッティが何らかのかたちで，

シジスモンド，あるいはデ・パスティに対しサン・フランチェスコ教会堂の改修について意
⾒したということは考えられる事である。次に，「デ・パスティの⼿紙」についてのアルベル
ティの記述に注⽬しながら，アルベルティの⾔う「マネッティ」＝G. マネッティという説の
妥当性について検討していきたい。 

 

 

 

アントニオ・ディ・チャケッリ マネッティ −手紙でのマネッティの有力人物− 
1454年 11⽉ 18⽇付の「デ・パスティへの⼿紙」のなかで，マネッティに⾔及しているの

は以下の部分である。 

 

拝啓。貴⽅の丁重なお便りと，また殿下が私の希望するようなかたちで計画変更をお許
し下さったことに，⾮常に感謝しております。しかしながら，貴下が伝えてこられたマ
ネットの意⾒で，クーポラの⾼さは広さの 2倍であるべきだとしていたことについては，

                                                        
39 Charles W. Warren, “Brunelleschi’s Dome and Dufay’s Motet”, op. cit. (1973), pp. 92-105; Craig Wright, “Dufay’s 

Nuper rosarum flores,”, op. cit. (1994), pp. 395–441; Marvin Trachtenberg, “Architecture and Music Reunited”, op. cit. (2001), 
pp. 740-775; 菅野裕⼦「ルネサンスの邂逅ーブルネレスキとデュファイの⽐例論」, 五⼗嵐太郎，菅野裕⼦, 『建築
と⾳楽』, 叢書コムニス 7, NTT出版, 2008, pp. 77-88. 

40 Christine Smith, Architecture in the Culture of Early Humanism Ethics, Aesthetics and Eloquence 1400-1470, New 
York/Oxford, Oxford University Press, 1992, pp. 91-95. 

41 Craig Wright, “Dufay’s Nuper rosarum flores ...”, op. cit. (1994), p. 439; Marvin Trachtenberg, “Architecture and 
Music Reunited”, op. cit. (2001), pp. 740-775. 

42 Caroline Van Eck, “Giannozzo Manetti on Architecture”, op. cit. (1998), pp. 449-450: 460-462. 
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私の信ずるところでは，⼤浴場やパンテオン，その他すべてでも，彼の⾔うところより
⼤きくなっていると思われますし，理屈からしてもそれ以上であると考えます。また彼
がそのような考えに囚われていることについては，彼はしばしば間違えることがあるか
らして，私はあまり驚きません。43 

 

この「マネッティ」であると⾔われる，A. C. マネッティは，ブルネッレスキがフィレンツェ
で関わった仕事を数多くその死後引き継いでおり，ブルネッレスキの当初デザインを改悪し
たことで有名である44。1420-30年代はブルネッレスキとともに働き，サンタ・マリア・デル・
フィオーレ⼤聖堂のクーポラ建設の⽯⼯やブルネッレスキ設計のそのランタンの模型制作と
してキャリアを積んだことがわかっている。1446年にブルネッレスキが死去すると，当時建
設中であった⼤聖堂クーポラやサン・ロレンツォ教会堂の担当建築家として，ブルネッレス
キのの⽴場を引き継いだのは，ミケロッツォ・ディ・バルトロメオ  (Michelozzo di 

BARTOLOMEO, 1396–1472 年) であった。しかし，⼤聖堂クーポラに関しては，1451 年に
ミケロッツォから，A. C. マネッティに⼯事担当が変わった。この変更には，A. C. マネッティ
の画策が影響したようである45。サン・ロレンツォ教会堂の現場⼯事監督はブルネッレスキの
死後 A. C. マネッティが務めており，交差部クーポラのデザインなどは彼の⼿によるもの考
えられている。その他サント・スピリト教会堂も 1460年に死去するまで A. C. マネッティが
現場⼯事監督であったが，こちらは当時それほど⼯事が進まなかったこともあり，A. C. マ
ネッティの⼿が加えられた部分は少ないと考えられている。死の直前には，サン・ミニアー
ト・アル・モンテ教会堂のポルトガル⼈枢機卿の礼拝堂のための建築模型を制作したものの，
その完成は後に譲っている46。 

A. C. マネッティはフィレンツェ以外でも建築に携わった。コジモ・デ・メディチ (Cosimo 

DE MEDICI, 通称：コジモ・イル・ヴェッキオ, 1389-1464年) と近しかったこともあり，ジョ
                                                        

43 邦訳は，福⽥晴虔, 前掲書『アルベルティ』(2012), p.105, を参照した。原⽂は以下，« Salve. Molto mi fur grate 
le littere tue per più rispetti et fummi gratissimo el signor mio facesse chome io desiderava, cioè ch’ el pihliasse optimo 
chonsiglio chon tutti. Ma quanto tu mi dici, ch’el Manetto afferma che le chupole deno esser due largezze alte, io credo più a 
chi fece Therme et Pantheon et tutte queste chose maxime che a llui, et molto più alla ragion che a persona. Et se lui si reggie a 
oppinione, non mi maraviglierò s’egli errerà spesso. ». Alberti and the Tempio Malatestiano ..., op.cit., 1999, p253; Corpus 
Epistolare e Documentario ..., op. cit. (2007), p. 254. 

44 アントニオ・ディ・トゥッチョ・マネッティ (Antonio DI TUCCIO MANETTI, 1423-97年) によるブルネッ
レスキ伝で，A. C. マネッティの仕事を⾮難する内容の記述が多々⾒られる。アントニオ・ディ・トゥッチョはこ
とさらにギベルティやドナテッロなどブルネッレスキ以外の芸術家を下にみているので，誹謗中傷に近いような記
述すべてを鵜呑みにすることはできないのも事実である。 Antonio Manetti, Vita di Filippo Brunelleschi Preceduta da la 
Novella del Grasso, Edizione Critica di Domenico de Robertis con Introduzione e Note di Giuliano Tanturli, Milano, Il 
Polifilo, 1976, pp. 111-118 (邦訳：マネッティ著／浅井朋⼦訳, 『ブルネッレスキ伝 付グラッソ物語』, 中央公論美
術出版, 1989, pp. 127-136.) なおこうしたマネッティ観を修正しているのが， Isabelle Hyman, “Towards Rescuring the 
Lost Reputation of Antonio di Manetto Ciaccheri”, in Essays Presented to Myron P. Gilmore, Edited by Sergio Bertelli and 
Gloria Ramakus, Villa I Tatti/Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, 2, 2 Vols., Firenze, La Nuova Italia, 
1978, Vol II, pp. 261-280, である。なお，この⼿紙⽂のマネッティがアントニオ・ディ・チャケッリであるというの
は，Cesare Brandi, “Il Tempio malatestiano”, in Tra Medioevo e Rinascimento, Scritti sull’Arte, a cura di Maria Andaloro, 
Milano, Jaca Book, 2006, pp. 171-198. (初出は，Il Tempio Malatestiano a Rimini, Roma, Edizioni Radio Italiana, 1956, pp. 
7-53.); Girolamo Mancini, Vita di Leon Battista Alberti, Firenze, Carnesecchi, 1911, pp. 324-327; Stefano Borsi, Leon Battista 
Alberti e Roma, (Biblioteca della Nuova Antologia, n°7) Firenze, Polistampa/Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 2003, pp. 
78-79; Leon Battista Alberti. La biblioteca di un Umanista, a cura di Roberto Cardini con la collaborazione di Lucia Bertolini e 
Mariangela Regoliosi, Firenze, Mandragora, 2005, pp. 264-265, など。 

45 Howard Saalman, “Tommaso Spinelli, Michelozzo, Manetti, and Rosselino”, in «The Journal of the Society of 
Architectural Historians», Vol. 25, No. 3, 1966), pp. 151-164; Howard Saalman, Filippo Brunelleschi, op.cit. (1980), pp. 205-212; 
福⽥晴虔,『ブルネッレスキ イタリア・ルネサンス建築史ノート〈1〉』, 中央公論美術出版, 2011, pp. 38-41. 

46 Frederick Hartt, Gino Corti & Clarence Kennedy, The Chapel of the Cardinal of Portugal, 1434-1459, at San Miniato in 
Florence, The Haney Foundation Series of studies in English, American and Foreign literature, modern history, sociology and 
economics, music and art, vol.1, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1964. 
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ヴァンニ・ディ・コジモ・デ・メディチ (Giovanni di Cosimo DE MEDICI, 1421-63年) のた
めに計画されたフィエーゾレのメディチ荘と，その近くのサン・ジローラモ教会堂やフィエー
ゾレのバディア (Badia Fiesolana) の建設に関与した47。その他，サンティッシマ・アヌンツィ
アータ教会堂の周歩廊の建設に携わった際に，ルドヴィーコ・ゴンザーガの知遇を得たと考
えられ，1452年までにはマントヴァに訪れ滞在した形跡があり，1450年に⼯事が始まったサ
ン・レオナルド⼤病院 (Ospedale Grande di San Leonardo) の計画に関与したとも指摘されて
いる48。また，1459 年の 6 ⽉にピウス⼆世がマントヴァにて教会会議を開催した際にマント
ヴァを訪れており，何らかの形で当時⾏われていたサン・ジョルジョ城の改修に関わってい
る可能性が⾼い49。さらに，1460年 3⽉にミラノのフランチェスコ・スフォルツァ (Francesco 

SFORZA, 1401-1466年) はフィレンツェのとあるシニョーリアに⼀通の⼿紙をしたためてい
るが，そこに«Maestro Antonio Manetti»という名が頻出する50。そこではピサに新たに設ける
要塞が主題であり，A. C. マネッティがその設計に関与していることがうかがえる。 

以上述べてきたなかで，アルベルティとの接点を⾒いだすことができるのは，フィエーゾ
レのメディチ荘である。このメディチ荘については，その設計の⼤部分を担当したのはアル
ベルティであり，その実現の役割を担ったのが A. C. マネッティであると近年の研究により
指摘されるようになった51。しかしアルベルティが「デ・パスティの⼿紙」で A. C. マネッ
ティについて⾔及していることが， 2⼈の繋がりの証拠とされている。メディチ荘を通した
2⼈の関係は実際のところ不明であり，彼らが協働した可能性は今のところ低いように思える。 

 

 

 

「ゴンザーガへの手紙」と A. C. マネッティ 
A. C. マネッティの⾜跡をたどると，フィレンツェを中⼼に活動しながら，1450年頃から

マントヴァ，ミラノへと活動の幅を広げている。リミニのシジスモンド・マラテスタと何ら
かの形で接触し，それが 1454年の「デ・パスティへの⼿紙」へと繋がるという可能性は⾼い
ように思える。マントヴァと A. C. マネッティについて重要なのは，アルベルティによる「サ
ンタンドレア⼤聖堂再建についてのルドヴィーコ・ゴンザーガへの⼿紙」52（以下，「ゴンザー
                                                        

47 フィエーゾレのメディチ荘とサン・ジローラモ教会堂に関しては，フィレンツェの Giovanni Macingni から
ミラノのジョヴァンニ・ディ・コジモ・デ・メディチにあてた 1455年 6⽉付の⼿紙による。(Firenze, Archivio di Stato. 
Archivio Mediceo avanti il Principato, f. 9, c. 175.). cf. Howard Saalman, Filippo Brunelleschi, op.cit. (1980), p. 211; Philip 
Foster, “Donatello Notices in Medici Letters”, in «The Art Bulletin», Vol. 62, No. 1, 1980, p. 149. フィエーゾレのバディア
に関しては，Isabelle Hyman, “Antonio di Manetto Ciaccheri and the Badia Fiesolana”, in «Architectura», 25, 1995, pp. 
181-193. 

48 Paolo Carpeggiani, “La Fortuna di un Mito: Artisti e Modelli Fiorentini nell’Architettura Mantovana dell’Umanesimo 
(Nuovi Documenti per la Tribuna dell’Annunziata)”, in Filippo Brunelleschi. La Sua Opera e il Suo Tempo, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi, 16-22 ottobre 1977, Firenze, Centro Di, 1980, pp. 817-837. 

49 Arturo Calzona, Mantova Città dell’Alberti. Il San Sebastiano: Tomba, Tempio, Cosmo, Parma, Universitl di Parma, 
Istituto di Storia dell’Arte, 1979. pp. 152-153. 

50 “Francesco Sforza alla Signoria di Firenza. Da Milano 13 Marzo 1460 (Arch. d, Rif. di Firenze, Lettere filza 23, 
segnata "Registro di lettere 1452-1468)”, in Giovanni Gaye, Carteggio Inedito d'Artisti del Secoli XIV. XV. XVI., Pubblicato ed 
Illustrato con Documenti pure Inediti, Tomo I (1326-1500), Firenze, Giuseppe Molini, 1839, pp. 194-195. なおこれについて
の解説が同書の pp. 167-171, にある。 

51 Donata Mazzini e Simone Martini, “III. La Villa di Giovanni de’ Medici (1451/57-63). Ipotesi di Attribuzione: Leon 
Battista Alberti”, in Villa Medici a Fiesole e Leon Battista Alberti e il prototipo di Villa Rinascimentale, Firenze, Centro Di, 2004, 
pp. 102-143; Christoph Luitpold Frommel, “Villa Medici a Fiesole e la Nascita della Villa Rinascimentale”, in Architettura e 
Commettenza da Alberti a Bramante, (Ingenium n° 8), Firenze, Leo S. Olschki, 2006, pp. 43-78. 

52 Mantova, Archivio di Stato, Autogtrafi, busta 7. inserto I Leon Battista Alberti, 3bis, Lettera di Battista Alberti a Lodovico 
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ガへの⼿紙」とする。) である。1470年 10⽉ 20⽇から 22⽇頃に書かれたと思われる，「ゴ
ンザーガへの⼿紙」では以下のようにマネッティについて⾔及しており，この「マネッティ」
は A. C. チャケッリである可能性が極めて⾼い。 

 

令名⾼き殿下の御前に敬意を捧げます。⽯⼯のルカから，殿下の ad turrium 〔塔につい
て〕 と題されたお⼿紙を⾒せて貰いました。当⾯これは Iterum Cogitabimus 〔課題〕 と
いうことで⼼に留めておくことに致します。その他殿下ならびに市⺠各位が論議してお
られるサンクト・アンドレア聖堂の建設についても考えてみました。それはまずなによ
りも，⼤勢の⼈々がキリストの⾎を拝観できるような⼤きな空間を考えることです。例
のマネッティの模型は⾒ました。良くできていると思います。しかしこれが殿下の意図
されるところに⾒合うものとは思われません。私がお送りするものをご覧頂いてご検討
いただきたく思います。これならばより⻑持ちしまた格調⾼くより好ましいものとなる
でしょう。費⽤ももっと少なくて済むと思います。この神殿の形は apud veteres 〔古⼈を
して⾔わしむれば〕 Etruscum sacrum とでも名付けるべきものです。もしお気に召しまし
たらきちんと⼨法を⼊れたものを作成いたします。53 

 

ただ史料の⽰すように，当時その仕事を巡って評価の⾼くなかった A. C. マネッティが，ル
ドヴィーコ・ゴンザーガに乞われて⾃らデザインを⾏ったというよりむしろ，誰か別の⼈物
のアイデアを模型化したに過ぎないとも考えられている54。また，テンピオ・マラテスティアー
ノを巡って，注⽂主である，シジスモンドと A. C. マネッティの接点を⾒いだすことは難し
い。繰り返すが，A. C. マネッティは「建築家」として⾃らデザインを⼿がけるのではなく，
⼯事監理や，模型制作者として活躍した点を考慮に⼊れると，シジスモンド，あるいは，デ・
パスティにクーポラのプロポーションを進⾔するということは考え難い。 

 

 

 

「デ・パスティへの手紙」 ーマラテスタ神殿をめぐるアルベルティとマネッティの
対立について。アルベルティのいう「音楽」とはー 

「デ・パスティの⼿紙」のマネッティが，G. マネッティであるという可能性はこれまで
もしばしば指摘されてきた55。G. マネッティは傭兵隊⻑としての⼒量を激賞するなど，シジ
                                                                                                                                                                      
Gonzaga, circa il Progetto di Rifacimento della Chiesa di Sant’Andrea. [Mantova, 20/22 ottobre 1470], in Corpus Epistolare e 
Documentario di Leon Battista Alberti, op. cit. (2007), pp. 351-355. 

53 福⽥晴虔 ,『アルベルティ』 , 前掲書  (2012), pp. 316-317. 原⽂は以下。« Illustrissime domine mi, post 
recomendatione. Luca Tagliapietra me mostra una lettera della Signoria Vostra sopra el titulo ad turrim aecetera. Per hora me 
venne in mente de far questo che sarà con queste lettere. Iterum cogitabimus. Ceterum, io intesi a questi dì che la Signoria 
Vostra et questi vostri cittadini ragionavano de edificare qui a Sancto Andrea et che la intention principale era per havere gram 
spatio dove molto populo capesse a vedere el sangue de Cristo. Vidi quel modello del Manetti. Piaqquemi, ma non mi par apto 
alla intention vostra. Pensai et congettai questo, qual io ve mando: questo sarà più eterno, più degno, più lieto; costerà molto 
meno. Questa forma de tempio se nomina apud veteres Etruscum sacrum. S’el va piaserà, darò modo de notarlo in proportione. 
», Corpus Epistolare e Documentario di Leon Battista Alberti, op. cit. (2007), p. 351: pp. 601-603; Eugene J. Johnson, S. Andrea in 
Mantua the building history, Philadelphia, The Pennsylvania State University Press, 1975, p.64. 

54 Antonio Manetti, Vita di Filippo Brunelleschi, op.cit. (1976), pp. 111-118; Paolo Carpeggiani, “Alberti a Mantova Una 
Città per il Principe”, in Leon Battista Alberti architetto, a cura di Giorgio Grassi e Luciano Patetta, Firenze, Banca CR Firenze, 
2005, p. 285. 

55 ジャンノッツォであると主張するのは，Charles Yriate, Un Condottiere au XVe Siécle. Rimini. Etudes sur les Lettres et 
les Arts à la Cour des Malatesta, Paris, J. Rothschild, 1882, pp. 241-244; Piero Scapecchi, “Victoris Imago, Problemi Relativi al 
Tempio Malatestiano”, in «Arte Cristiana», LXXIV, 1986, pp. 155-164, である。 スカペッキが「マネッティ」を G. マ
ネッティとする⼤きな理由が，クーポラの幅と⾼さの⽐率である 1:2 が，サンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖
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スモンドと親密な関係であったことは間違いないが56，シジスモンドの建築プロジェクトとの
関係について検討された例はない。妻イゾッタや⾃らの墓廟とすべくマラテスタ神殿への変
⾝を志して，サン・フランチェスコ教会堂の改修を始めたシジスモンドは，改修の許可を時
の教皇ニコラウス五世に請うている。その時にアルベルティと⾯識を持ち，マラテスタ神殿
の設計へ参画を持ちかけたと考えられている。1453年にはジャンノッツォもニコラウス五世
の秘書となり，教皇庁のいち⼈⽂主義者としてもシジスモンドと交流をもった。 

ここでもう⼀度「デ・パスティの⼿紙」の記述に⽴ち返りたい。アルベルティは「貴下が
伝えてこられたマネットの意⾒で，クーポラの⾼さは広さの 2 倍であるべきだとしていた」
と記している。実はこれまで述べてきた，G. マネッティが『式典』で激賞したサンタ・マリ
ア・デル・フィオーレ⼤聖堂のクーポラこそがその直径を 1とするならば⾼さが 2となるクー
ポラである。もちろん，幅と⾼さが 1対 2となるクーポラが架けられた教会堂はフィレンツェ
の⼤聖堂以外にも存在しうるが，アルベルティが「パンテオン」を引き合いに出して，その
意⾒を否定しようとしていることから，マネッティが進⾔したプロポーションは当時完成し
たばかりの第⼀級のモニュメントであったフィレンツェの⼤聖堂から得たものであるという
可能性が⾼い57。ただ，そのクーポラは 1367年に幅と⾼さが決められており58，完成した暁に
はその幅と⾼さが 1対 2となることは広く知られていたと思われ，これだけでは，「マネッティ」
が G. マネッティなのか，A. C. マネッティなのか判断がつかない。A. C. マネッティもまた，
⼤聖堂の⼯事に関わった⼈物なのである。 

ここで，もう⼀つのアルベルティの記述に注⽬したい。 

 

付柱の⼨法や⽐例がどこから⽣まれたものかは⾒ればお分かり願えるはずです。そして
決してこれを変えて全体の⾳楽を乱すことのないようにしてください。59 

 

アルベルティはファサードの構成について，「⾳楽」という⾔葉を⽤いて説明しているが，こ
の「⾳楽」は De re aedificatoria第⼀書第 9章や第九書第 5章のアルベルティの考えに沿うもの
だと考えられている。 

                                                                                                                                                                      
堂のクーポラの⽐率であることと，リミニとつながりがあったマネッティは G. マネッティ以外考えられないこと
である。その他の研究では，アントニオ・ディ・チャケッリあるいはジャンノッツォの 2つの説があるとし，決定
的な事は述べていない。cf. Charles Hope, “The Early History of the Tempio Malatestiano”, in « Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes », Vol. 55, 1992, pp. 51-154; Robert Tavernor, On Alberti and the Art of Building, New Haven and London, 
Yale University Press, 1998, pp. 59-62; Angelo Turchini, Il Tempio Malatestiano, Sigismondo Pandolfo Malatesta e Leon Battista 
Alberti, Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2000, p.273; Howard Burns, “Leon Battista Alberti”, in Storia 
dell’architettura italiana IL QUATTROCENTO, a cura di Francesco Paolo Fiore, Milano, Electa, 1998, p. 112; Alberto 
Giorgio Cassani, “Il Disegno Scomparso Note sulla Lettera Matteo de’ Pasti, 18 novembre [1454]”, in «ALBERTIANA», II, 
Firenze, Leo S. Olsciki, 1999, p. 262; 福⽥晴虔, 『アルベルティ』, 前掲書, (2012), p.105 (注 19); Anthony Grafton, Leon 
Battista Alberti: master builder of the Italian Renaissance, Cambridge, Harvard University Press, 2002 (pbk), p.320 (注 89). 

56 『列伝』の G. マネッティ伝では，数多くシジスモンドが登場する。ヴェスパシアーノ・ダ・ビスティッチ
／岩倉具忠・岩倉翔⼦・天野恵共訳, 「ジャンノッツォ・マネッティ」, 『ルネサンスを彩った⼈々 ある書籍商の
残した『列伝』』, 臨川書店, 2000, pp. 189-233. その他，シジスモンドと G. マネッティについては， Angelo Turchini, 
Il Tempio Malatestiano, op. cit. (2000), pp. 357-362. 

57 Robert Tavernor, On Alberti and the Art of Building, op.cit. (1998), pp. 73-75; Charles Hope, “The Early History of the 
Tempio Malatestiano”op.cit. (1992), p. 104; Angelo Turchini, Il Tempio Malatestiano, op.cit. (2000), p.273; Piero Scapecchi, 
“Victoris Imago”, op. cit. (1986), p. 156. 

58 Eugenio Battisti, Filippo Brunelleschi, Electa, 1989, pp. 114-115. 
59 福⽥晴虔, 『アルベルティ』, 前掲書 (2012), p. 106. «Le misure et proportioni de’ pilastri tu vedi onde elle 

naschono: ciò che tu muti si discorda tutta quella musica» cf. Alberti and the Tempio Malatestiano an Autograph Letter from Leon 
Battista Alberti to Matteo De’ Pasti November 18, [1454], op.cit., 1999, p253, Corpus Epistolare e Documentario di Leon Battista 
Alberti, op. cit. (2007), p. 255. 
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もし異なったものの相互間に，⼀種の均質性によって結ばれ，合致させられている変化
があるならば，そのような変化は実に，あらゆるものにおいて快い⾹⾟料である。しか
し，若⼲の不均質のために変化をつけた内容が相互に⼀致せず緊張感を⽋いたものにな
る場合，それは全く⼤変な調⼦外れとなるであろう。例えば詠唱歌において，低⾳声が
⾼⾳声に対応し，また両者のあいだに中⾳声が注意深く調和をとって応じるとき，これ
らの⾳声の種々の変化から諧調のある不思議な，いわばある種の⽐例的均衡が発⽣する。
そして，それは⼤いに⼼を楽しませ，また捕らえて離さない。このようなことは，⼼を
動かし捕らえる他の諸事象においても同様に現れる。60  

 

次の数によって，⾳に均整が⽣まれるようになるが，その同じ数そのものが⽬と魂を不
思議に満⾜さすために完全に働くのである。⾳楽の中にこれらの数が最も良く探求され
ているし，さらに⾳楽によって⾃然は，明⽩で適切な何かあるものを証明もする。従っ
てこうした⾳楽から，仕上げ⾯の輪郭に関する理論的⽅法全体は徹底的に導かれる。 61 

 

つまりこの「⾳楽」は，数的な⽐例関係にもとづく建築のプロポーションを⾳楽との⽐喩で
語っているということである。しかし，あまりにも唐突すぎるため，果たしてその解釈でよ
いのかという疑問が残る。ここでのアルベルティの「⾳楽」についての⾔及は，⽂字通り⾳
楽と建築の関係を⽰すものである可能性はないだろうか。フィレンツェ⼤聖堂の献堂式で演
奏された『薔薇の花が先ごろ』との関連性によって，ここで指摘した可能性も考えられるの
ではないだろうか62。 

デュファイとシジスモンドは近しい間柄で，1423年のシジスモンドの叔⽗の結婚式の際の
祝福の⾳楽を作曲し，1427年，シジスモンドの⽗パンドルフォの葬儀の際は，『私の⼤切な友
⼈』Mon Chier Amyというバラードを作曲している63。また，パンドルフォが⾏ったギリシャ
のパトラスにある教会堂の修復を祝ったモテットを書いている64。そういう経緯から，『薔薇
の花が先ごろ』のようなアナロジーに満ちた，テンピオ・マラテスティアーノ完成を祝うモ
テットの作曲が約束されていたとしても不思議ではない。アルベルティは『絵画論』のあと，
1442年頃に，『苦悩からの脱却』Profugiorum ab aerumna libri III65を書いている。この書は，G. マ
ネッティが『式典』で⾒せたように，極めてレトリカルな建築描写が⾒られる。とりわけ，
第⼀書のオープニングで披露されるサンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂への賛美は注
⽬に値する。 
                                                        

60 アルベルティ, 『建築論』, 前掲書 (1982), p. 27. «Condimentum quidem gratiae est omni in re varietas, si compacta 
et conformata sit mutua inter se distantium rerum parilitate discreparint, erit ea quidem absurdissima. Nam, veluti in lyra, cum 
graves voces respondeant acutis et mediae inter utrasque ad concentum intentae resonant, fit ex vocum varietate sonora et 
mirifica quaedam proportionum aequabilitas, quae maiorem in modum oblectet animos atque detineat; ita et quibusque reliquis 
evenit, quae quidem ad movendos habendosque animos faciant.». Leon Battista Alberti, L’architettura op.cit. (1966), p. 69. 

61 アルベルティ, 『建築論』, 前掲書 (1982), p. 286. «Hi quidem numeri, per quos fiat ut vocum illa concinnitas 
auribus gratissima derratur, hidem ipsi numeri perficiunt, ut oculi animusque voluptate mirifica compleantur. Ex musicis igitur, 
quibus hi tales numeri exploratissimi sunt, atque ex his praeterea, quibus natura aliquid de se conspicuum dignumque praestet, 
tota finitionis ratio perducetur.». Leon Battista Alberti, L’architettura op.cit. (1966), p. 823. 

62 アルベルティが⾳楽と建築を結びつけるその考えのもとは，プラトンの『国家』にあると指摘されている。
cf. Caspar Pearson, Humanism and the Urban World Leon Battista Alberti and The Renaissance City, Philadelphia, The 
Pennsylvania State University Press, 2011, pp. 180-187. 

63 David Fallows, Dufay, Master Musician, London and Melbourne, J M Dent & Sons, 1987 (Revised Edition), pp. 
20-23. 

64 Ibid., p. 23. 
65 Leon Battista Alberti, Profugiorum ab aerumna libri III, in Opere Volgari, Tomo II (Rime e trattati morali), a cura di 

Cecil Grayson, Bari, Laterza, 1966, pp. 107-183. 
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この神殿 (サンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂) は確かに優雅さと荘重さを兼ね
揃えています。さらに私はしばしば思います。この神殿は，ほっそりとした魅⼒的なシ
ルエットに頑丈さと強さを⾒いだす⼀⽅で，すべての部分が悦びのために作られている
のに気づき，さらに神殿が永続的に存在し続けるように建てられていることを。それに
私はこの神殿の中は，常に春の温暖な穏やかさの中にあるように思えます。外で強⾵が
吹き荒れ，吹雪が舞う時，ここは守られ，優しい空気と静寂さに包まれています。外に
夏の太陽が降り注ぐ時，中はひんやりと保たれています。だれがこの神殿を悦びの棲み
家と呼ぶことを嫌うでしょうか。ここではどこを⾒渡しても，悦びと歓楽の表現で満た
されており，常に⼼地よいのです。さらにそれにも増して私が賞賛したいのは，古代の
⼈々が神秘と呼んだ，ミサの時に⽿にすることのできる⾳楽のことです。それはまさに
極上の⽢美さであります。66 

 

アルベルティはここでまさに⼤聖堂と⾳楽との関係を指摘しており，「デ・パスティへの
⼿紙」でのアルベルティの「⾳楽」についての⾔及は，⽂字通り⾳楽と建築の関係を⽰すも
のとして考えなくてはならないのではないだろうか67。この点に関して最も重要なのがアンス
ティの研究である。アンスティはテンピオ・マラテスティアーノのファサードはまさに当時
の楽曲制作の理論をなぞるようにして構成されており，そこにデュファイの影響がみられる
ことを指摘した68。やはり「マネッティ」は G. マネッティである可能性は⾼い。修辞学的表
現で建築を語る G. マネッティに対抗するかたちで，ここで⾳楽を引き合いに出し，修辞学
的⽂脈においても，デ・パスティやシジスモンドを説得させようというアルベルティの意図
が⾒え隠れするからである。 

 

 

 

「デ・パスティへの手紙」 ーマラテスタ神殿をめぐったアルベルティとマネッティ
の対立について。アルベルティのいう「開口」とはー 

さらに，アルベルティが「開⼝」Occhiについて述べている点にも注⽬したい。 

 

採光のための開⼝〔Occhi〕については，その道の専⾨家の判断に従ってほしいと思いま
す。なぜ壁に⽳を開けて建物を弱くしてしまうのかとお訊ねなのでしょうか。それは採
光のためです。もしあまり弱くしないでもたくさんの光を採り⼊れられるのだとしたら，
わざわざ不便を我慢する必要はないでしょう。左右に開⼝を設けたままでも，上からの

                                                        
66 Ibid., p. 107. «E certo questo tempio ha in sé grazia e maiestà: e, quello ch'io spesso considerai, mi diletta ch'io veggo in 

questo tempio iunta insieme una gracilità vezzosa con una sodezza robusta e piena, tale che da una parte ogni suo membro pare 
posto ad amenità, e dall'altra parte compreendo che ogni cosa qui è fatta e offirmata a perpetuità. Aggiugni che qui abita 
continuo la temperie, si può dire, della primavera: fuori vento, gelo, brina; qui entro socchiuso da' venti, qui tiepido aere e 
quieto: fuori vampe estive e autunnali; qui entro temperatissimo refrigerio. E s'egl'è, come e' dicono, che le delizie sono quando 
a' nostri sensi s'aggiungono le cose quanto e quali le richiede la natura, chi dubiterà appellare questo tempio nido delle delizie? 
Qui, dovunque tu miri, vedi ogni parte esposta a giocondità e letizia; qui sempre odoratissimo; e, quel ch'io sopra tutto stimo, 
qui senti in queste voci al sacrificio, e in questi quali gli antichi chiamano misteri, una soavità maravigliosa. » 

67 Christine Smith, Architecture in the Culture of Early Humanism, op.cit., (1992), pp. 80-97; Roy Eriksen, The Building in 
the Text Alberti to Shakespeare and Milton, Philadelphia, The Pennsylvania State University Press, 2001, p. 58. スミスもエリ
クセンもアルベルティが『苦悩からの脱却』での⼤聖堂と⾳楽の関係について述べた箇所を『薔薇の花が先ごろ』
との関係で語っており，既に本論で指摘した⼤聖堂と『薔薇の花が先ごろ』とのアナロジカルな関係にアルベルティ
は当然気付いたと述べている。 

68 Tim A. Anstey, “Fictive Harmonies: Music and the Tempio Malatestiano”, in «Res: Anthropology and Aesthetics», 36, 
1999, pp. 186-204. 
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荷重を⽀えられるだけの⽴派なアーチがあります。その下の⽅でも開⼝のためにさらに
強度を増す⼯事も必要がありませんし，光を採り⼊れるための⼯夫を強いられることも
ありません。この考え⽅には⼗分な理由がありますが，私としては，賞賛されている建
物では，円形の窓が設けられているものは，クーポラの頂上に設けられた円形の開⼝部
を除けば，未だかつて誰も⾒たことがないと申し上げれば⼗分だと思います。69 

 

まず，アルベルティがここで⽰す「開⼝」がどの部分を指しているのかを明らかにしなけれ
ばならない。トゥルキーニによれば，⼿がつけられる前のサン・フランチェスコ教会堂はファ
サード正⾯上部に，サンタ・マリア・ノヴェッラ教会堂に⾒られるような⼤きな円形窓が開
いていた。しかし，シジスモンドによる教会堂の建設計画を⽰す，新たに作られるはずであっ
た外観の原案が描かれているマッテォ・デ・パスティ作のメダルにはその円形窓が⾒当たら
ず三連窓に変更されている。アルベルティのデ・パスティへの開⼝についての⾔及は，この
開⼝部の変更を⽰唆しているのではないかと考えられている70。強調したいのは，アルベル
ティが強い⼝調で円形窓を教会堂に設けることを否定していることである。De re aedificatoria

でも第七書第 12 章で神殿の開⼝部について，「古代の⼈々は窓や出⼊り⼝を四⾓形以外には
作らなかった」71とも述べている。しかし，本論第 2 章で述べたように，1452 年 6 ⽉に始ま
り 1455 年 3 ⽉に教皇が死去するまで続けられた，Tribuna と呼ばれる聖歌隊席の改築におい
て，円形窓が多数付加されていることが G. マネッティの『ニコラウス五世の伝記』により
明らかになる。例えば以下のような記述である。 

 

この神殿の側壁には向かい合わせになるように，装飾付きの⼤きな窓が並んでいて，⻑
⼤で広⼤な教会堂内部を壮麗に照らしています。繊細で優美に飾られた偉⼤なる⽬のよ
うで，円形の縁取りは極めて魅⼒的で，窓の王様と呼べるその円形窓を通り抜ける太陽
の光は教会堂内部を照らすためだけに採り⼊れられるのではありません。神の偉⼤なる
栄光の形相としてすべての敬虔な信者の前に⽰されるのです。72 

 

つまり，このアルベルティの円形窓への批判も，G. マネッティおよびあまりにも壮⼤となっ

                                                        
69 福⽥晴虔, 前掲書『アルベルティ』(2012), p. 106, を⼀部改訳した。福⽥⽒は「賞賛されている建物では，今

⽇では誰も考えつかないようなこと，つまり円形の場所に載るクーポラで開⼝を設けないようにしようとしたもの
などは，どこにも，全く⾒当たらないということだけにとどめておきます。」と訳しているが，この箇所は語訳で
あるといわざるを得ない。«Del fatto delli occhi, vorrei chi fa professione intendesse el mestier suo. Dichiami, perché si 
squarca el muro et indeboliscono lo edificio in far fenestre? per necessità del lume. S’ tu mi puoi chon men indebolire havere 
più lume, non fai tu pessime farmi quel incomodo? Da mam dricta a mam mancha dell’occio riman squarciato, et tanto archo 
quanto el semicircolo sostiene el peso di sopra; di sotto sta nulla più forte el lavoro per esser occio, et è obturtato quello che 
debba darti el lume. Sonci molte ragioni a questo proposito, ma sola questa mi basti, che mai in edificio lodato presso a chi 
intese quello che niuno intende oggi, mai, mai vederai fattovi occhio se non alle chupole in luogho della chericha». Alberti and 
the Tempio Malatestiano ..., op.cit., 1999, p253; Corpus Epistolare e Documentario ..., op. cit. (2007), p. 255. 

70 Angelo Turchini, Il Tempio Malatestiano, op. cit. (2000), pp. 148-150. ⼀⽅で，交差部に載るドームのドラム部分
に設けられる予定であった開⼝を指しているともホープによって指摘されたが，ホープ⾃⾝，テンピオ・マラテス
ティアーノの想定復元図を作図した際，ドラム部分に開⼝部を設けていないという⽭盾を⽰している。cf. Charles 
Hope, “The Early History of the Tempio Malatestiano”, op.cit. (1992), p. 114, pp. 138-139. 

71 アルベルティ, 『建築論』, 前掲書 (1982), p. 218. «Fenestras et hostia veteres nusquam nisi quadrangula adiunxere.» 
Leon Battista Alberti, L’architettura, op.cit. (1966), p. 619. 

72 Christine Smith and Joseph F. O'Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 404-406. «Utraque huius templi 
latera ab ingentibus fenestris se se mutuo respicientibus ornata sungula queque ampli et longi spatii loca cruce illa magna 
inferiora suis splendoribus illustrabant. At vero universum ambitum superiorem rotunde quedam fenestre in magnorum 
oculorum formas egregie, ut diximus, redacte velut formosa quedam fenestratum coroma speciosissime ambiebant per quas 
quidem solares radii ita ingrediebantur ut non modo singula testudinis loca luce sua collustrarent sed divine quoque glorie 
specimen quoddam cunctis devotis conspectoribus demonstrarent.» その他にも，Ibid., pp. 414-416, など。 
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たサン・ピエトロ⼤聖堂の再建計画に対する批判ととることができるのである73。 

以上，『式典』から，G. マネッティの建築の素養について検討を加え，「デ・パスティへ
の⼿紙」における「マネッティ」＝G. マネッティという点について考察してきた。いくつか
仮説の域をでないところもあるが，G. マネッティがルネサンスの⼈⽂主義的君主たちの建築
プロジェクトに対して，アドバイスを⾏う⽴場であったと⾔うことは，⾸肯できるのではな
いだろうか。となれば，1453年を境にニコラウス五世のローマ復興プロジェクトのアドバイ
ザーがアルベルティから G. マネッティに変わったとしても不思議ではないように思える。
アルベルティが教皇に愛想を尽かし，建築プロジェクトから⼿を引いたがゆえに，G. マネッ
ティがローマ復興に関与したのか，それとも教皇が⼼変わりしたがゆえに，アルベルティか
ら G. マネッティへとプロジェクトの責任者を交代させたのか定かではない。しかし，この
指摘が正しければ，『ニコラウス五世の伝記』にアルベルティの名がなく，ベルナルド・ロッ
セリーノしか⾒当たらないことも，諒解できる。しかし，建築の空間や形態をいくらレトリ
カルに描写できたとしても，建築が実際に構築されていく過程で⽋かすことのできない，構
築⼿段や構造形式という点についてわかっていない G. マネッティはしばしばアルベルティ
の批判の対象になった。それがアルベルティのローマにおけるニコラウス五世との関係にも
影を落としているのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

『世俗と教皇庁の式典について』引用 
2-A. 

何度も何度も注意深くこの聖なるバシリカを⾒つめていましたが，私には⼈間の⾝体ととてもよ
く似ているように思えるのです。⼊⼝から内陣の⼿前まで⼤聖堂の⻑く延びたその空間は，我々
の⼈体の胸から⾜下までのようです。そして残りの空間である内陣はどうしてこれが⼈間の胸部
から頭部と似つかないと⾔うことができましょう。さあ，われわれの⾝体をこの教会に重ね合わ
せてみましょう。頭を東端に起き，その⼿が北と南を向くように，それぞれ反対に伸ばしてみま
しょう。そして，すると⾃然に⾜は⻄側を指すでしょう。そうすると，疑いもなく私のいう⼈体
と⼤聖堂のかたちの類似について何の疑問も持たないと思われます。そして，すでに私が⽰した
とおりですが，もしこの私たちの神殿が⼈体と同⼀であるならば，それは最も⾼貴で最も完全な
姿を⽰しているのです。その他のどんなかたちよりも⼈間のからだが優れた姿をしめすのは既に
明らかなのですから。74 

                                                        
73 Iannotii Manetti, De vita ac gestis Nicolai quinti summi pontificis, op. cit. (2005), pp. 93-94 (注 125). 
74 Christine Smith and Joseph F. O'Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 308-310. «Admirabile huius sacre 

basilice edificium mihi diligentius sepenumero intuenti prope instar humani corporis esse videtur. Primum nanque forma 
humani corporis a thorace ad pedes usque deorsum oblongo basilice nostre spatio quantum a foribus ad exitum testudinis 
porrigitur paulo diligentius intuenti persimilis apparet. Reliquum deinde spatium quod ambitu testudinis inferius continetur 
superiori hominis trunco a capite usque ad thoracem nullatenus dissimile ostenditur. Atque ut hec nostra similitudo recte 
convenire videatur, constitue aliquem in superiori ecclesie parte cuius universum corpus humi prosternas velim ita ut caput eius 
ad orientem vergat, brachiis in diversa utrinque extensis, altero ad septentrionem altero vero ad meridiem vergente, pedes 
autem ad occidentem spectent atque humano corpore per hunc modum abste constituto dubitare non poteris quin hec nostra 
similitudo omnibus prope modis convenire videatur. Si itaque nostri templi figura humani corporis instar est ut supra patuit 
nobilissimam omnium atque perfectissimam speciem sortitum esse, quis sanae mentis inficias ibit cum formam hominis ceteris 
omnibus quaruncumque rerum figuris prestare perfacile constet.» 
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2-B.  

このように壮麗に形づくられている神殿の⻑さは，260パッススもございます。その幅は神殿の東
奥に向かって広くなっているように⾒えますが，実際のところ内陣の美しいドーム屋根まで均⼀
に 66パッススと⾒受けられます。しかし⾼さは多様で⼀様ではありません。中央（⾝廊）はその
他の⾼さよりも⾼く，⾼さは 70パッススであり，その脇（側廊）の⾼さは 50パッススほどです。
それに対してドームの下⽅に広がる東奥の⻑さ（奥⾏き）は 100 パッスス，幅は 160 パッススを
越えるほどで，崇⾼なドームの⾼さは驚くことに 150パッススに及びます。75 
 

 

 

2-C. 

すでに私が肩と頭部がない⼈間の姿のようだと申し上げたこの素晴らしき神殿のその細⻑き姿は
3つの違った姿に分割することができます。それは⽯積みの巨⼤な柱によって 3つの「船」(naves) 
が形づくられているようです。2つの列柱は船の両端を表しているようです。2つの列柱によって
囲まれた中央の空間は，その両端の空間よりも明らかに幅広いのが⾒て取れます。それこそまさ
に完全なる「船」です。またこの美しく続く列柱によって，1つの空間が魅⼒的な 3つの部屋がつ
くり出されています。またそれぞれが⻄端にバシリカの⼊⼝となる扉をもち，その扉を介してまっ
すぐ内陣の境界まで歩いて⾏くことができます。また教会堂の側部にも美しい扉があります。76 

 

 

 

2-D. 

この教会の内陣の信じられないばかりの美しさについて，素晴らしいという⾔葉のほかに，なん
と⾔いましょう。ひと⾔ふた⾔を⼝にするぐらいなら，完全に沈黙を守った⽅が，より適切であ
るように思えます。世界中のどの建物をも追い抜いてしまったこの素晴らしき⾼さに加えて，⽬
を下に向けると，内陣は幅の⽅が⻑さよりも僅かに⻑い，美しい⼗字形で，ほとんどロトンダと
いってよいような空間が広がります。それに，3つの⽬を⾒張るヴォールト天井が架けられた素晴
らしい空間が内陣には広がっています（ここは普通，後陣と呼ばれます）。そして，それぞれの内
陣には 5つの祭壇が設けられています。つまり全部で 15の祭壇があります。そして内陣の中⼼部
分はわずかに段差がつけられ，周囲よりも⾼くなっています。77 

                                                        
75 () 内は筆者の補⾜である。Ibid., p.310. «Huis igitur templi per hunc modum egregie formati ad ducentos usque 

sexagiunta passus logitudo portenditur; latitudo vero usque ad admirabiles testudinis fornices sexagiunta circa sex passus 
partiter extenta est quamquam superius versus testudinem multo latior appareat. Altitudo autem usque ad eosdem testudinis 
fornices varia ac diversa est nam intermedium spatium ceteris altius ad septuagiunta passus porro elevatur; latera vero huius 
spatii ad quinquagiunta ferme ascendunt. At reliquum quod ambitu testudinis inferius continetur in longum per centum 
circiter passus porrigitur; in latum vero per centum supra sexaginta extentum est. Altitudo vero testudinis ad centum 
quinquaginta eresta admirabiliter prominet.» 

76 Ibid., p.310. «Oblongm huius admirabilis delubri nostri curriculum quod truncati hominis capite cum spatulis excepto 
instar esse diximus in tres partes distinctum esse manifestissime apparet; ingentes et enim quedam saxee columne quadrato 
lapide utrinque instructe tris velut naves effecere videntur nam singula intercolumnia a suo latere formam navis egregie pre se 
ferunt. Reliquum vero spatii quod inter ipsas utriusque lateris columnas interiacet tametsi duobus aliis navium lateribus longe 
latius appareat formam tamen navis quam optime reddit. Ita per hunc modum intercolumnia bifariam structa tres integri spatii 
dietas speciosissime efficiunt. Ad has basilice dietas per totidem ianuas usque ad testudinis extremum resto tramite intratur. 
Bine vero fores utrinque a navium lateribus pulcherrie patent.» 

77 Ibid., pp. 310-312. «Ceterum quid de admirabili ac pene incredibili ecclesiastice testudinis constructione dicemus, de 
qua satius esset omnino silere pauca dixisse? Nam preter admirabilem eius aaltitudinem quae cetera orbis terrarum edificia 
exuperat inferioris eius spatii figura ad rotundam proxime accedere videtur nisi quod aliquantulo latior quam longior apparet ut 
formam speciosissime crucis pre se ferat. Hoc itaque tam admirabile testudinis spatium per trres admirabiliores fornices egregie 
distinctum prominet (vulgo tribunas vocant) quorum unusquisque per quinque ceu cameras distinguitur quas capellas 
nuncupant. Ita universus testudinei soli ambitus per quindecim capellas speciosissime distinguitur. In medio vero huius 
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それに加えて，この⾒事な建物は驚くべきことに，下から上まで，神によってなされたかのよう
に，天上から持ち運ばれたかのような正確で優雅な切⽯で構築されています。この信じられない
規模ゆえに，私の⽬は，これは極めて正当であると思えるのですが，この建物が⼈間の⼿で作ら
れたのではないのではと疑っているのです。実際，円形窓は神の御⽬のようであり，これ以上の
ない荘厳な窓のようです。それが我々を捕らえて放さないばかりに内陣の上部をぐるりと取り囲
んでいるのです。窓を通して内陣に降り注ぐ太陽の光は，内陣そのものをその光で明るく照らす
だけではなくて，我々の⽬にまさに神の栄光を分け与えてくれているようです。また，その中で
も⼤きなバラ窓は，超越したもののごとく，すべてのものに優雅さを与えています。皆さまは，
うっかりと⼤聖堂の外観の素晴らしさについて私が⼝にするのを忘れているのではないかとお思
いでしょう。しかし，それには及びません。このバシリカの内部の配置について述べるだけでも
⼗分であると思われるからです。78 

 

これは荘厳で，驚異的であり，全く信じられないような神殿であるため，私はここで世界の七不
思議について⼝にするのがよろしいと考えております。アテネ⼈たちは，多⼤な費⽤でもって優
雅さを追求し，制作に勤しんだために，武器庫に対して⾼い誇りをもっていたのです。 
ビザンチウムのフィロンのように，歴史家たちが，その建築家を褒め称えるため，誇りをもって
いたのです。ならば，フィレンツェ⼈たちは，⾃らの⼿で，計算できないほど多額の費⽤がかけ，
たいそう豪華でありこの素晴らしい建造物をたち上げた事を誇りに思うべきではないでしょう
か？おまけに優美さでもって全世界から駆けつけた外国⼈をも魅了しているのです。⼀度その魅
⼒にとりつかれると，もはや⽬を奪われてしまって，時にひどい⼾惑いを覚えるほどでありましょ
う。79 
 

 

 

2-E. 

そして，この最も美麗な神殿を（少し⽬を動かせば気付くのですが）フィレンツェ⼈は⾮常に煌
びやかな数々の装飾で飾り⽴てました。あまり重要でないものから始めましょう。教会堂内部の
床は表⾯がつやつやに磨かれ⼤きな⽯が，豪華な舗装のように敷き詰められており，教会堂全体
が⽉桂樹の⼤枝やギンバイカ，オリーヴや，その他たくさんの⽊々や植物の花によってぎっしり
と飾られています。80 
                                                                                                                                                                      
inferioris spatii tabulatum quoddam circulare prominet ubi altare ceteris altius collocatum extat.» 

78 Ibid., p.312. «His insuper accedit quod hec tam admirabilis edificii atructura ab imo usque ad summum lapide ingenti 
examussim politissime quadrato deduca videtur esse divinitus nam ab hominibus factum prospicientium oculi ob incredibilem 
edifcii magnitudinem non inmerito suspicantur. At vero universum ambitum superiorem rotunde quedam fenestre in 
magnorum oculorum formas egregie redacte velut egregia quedam fenestrarum corona speciosissime ambiunt per quas quidem 
solis radii ita ingrediuntur ut non modo singula testudinis loca luce sua collustrentur sed divine quoque glorie specimen 
quoddam reddere aspicientibus videantur. In vetrice vero testudinis rotunda quedam fenestra ingens mirum in modum 
prominens omnia condecorat. Sed omissis suis exterioribus magnificentiis ceu miraculis quibusdam et ad nostrum propositum 
minime pertinentibus de interiori duntaxat huis basilice situ hec dixisse sufficiat.» 

79 Ibid., p.312. «Hoc igitur tam magnificum tam admirabile tam denique incredibile templum inter septem illa orbis 
terrarum miranda spectacula ob incredibiles magnificentias eius non inmerito commemorandum esse crediderim. Si itaque 
Athenienses armamentario suo ob id magnopere gloriantur quod fuerit opus ut scpiptum est impensa et elegantia visendum et 
ita gloriantur quod Philonem illius architectum magnis cum laudibus suarum rerum scriptores memorie prodiderunt, nonne 
Florentini etiam propterea gloriari summopere debent quod opus admirabile construxerunt, usque adeo sumptuosum ut 
incredibiles impensa ob eius admirabilem constructionem iam factas connumerare difficillimum fuerit, usque adeo insuper 
elegans ut complures externos quoque homines ad intuendum mirabilem eius elegantiam variis ex locis attraxerit attractosque 
visentes sepius ac diutius magno cum stupore mentis retunuerit.» 

80 Ibid., pp.312-314. «Hoc itaque gloriosissimum templum (ut ad apparatus tandem aliquando accedamus) Florentini 
omni ornamentorum genere pulcherrime exornarunt. Ut enim a levioribus incipam, omnia superiora universi delubri loca 
integro solo magnis tersisque lateribus perpolito ac velut egregio quodam pavimento effecto lauri, mirti, oleae frondibus 
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それから，紋章を織り込んだ布地が教会堂を取り囲むように⾼いところから吊されていて，バシ
リカの壁を⼤きな気品で飾っています。またそれぞれの室も同様に紋章を織り込んだ布で飾られ
ています。収容された観客にとって，このように布がはためく光景は⼤きな悦びを与えるもので
しょう。しかし，それにも増して，内陣に⾼く掲げられ，多種多様に⼊り乱れて飾られた紋章は，
全く⾒事な眺めであります。それらはおのおの列を成して，優美さを演出しつつ，⼤聖堂東端部
の壁⾯周囲のかたちをそっくりそのまま美しくなぞっています。教皇の腕を飾る，多岐にわたる
斬新な形をした細⻑あるいは円形の盾が，その荘厳な紋章の列のあいだに吊されております。教
皇の王冠はそれよりもさらに⾼いところに吊され，様々に装飾を施されています。数え切れない
ほど，⾔葉では⾔い尽くせないほどの種類の装飾が，それぞれの貴なる品々の最上の魅⼒を引き
出しているのです。81 

 

内陣の祭室もまた，煌びやかな装飾を施されています。それはまさに荘厳な出来映えゆえに，疑
うことなく，王のように堂々たる部屋となっています。内陣中央の壇上に置かれた祭壇はどれだ
け多様な優雅な調度品そこにあるのか，もはや⾔葉では⾔い尽くせないほどです。その煌びやか
な織物の覆い，きらきらと輝く⾦や，銀によってつくられている聖杯，彫⾦細⼯，燭台，そして
様々なかたちの器がその最も⾼貴な祭壇を⾒事に取り囲んでいます。そしてそれと供に，最も⾹
⾼く，教皇に贈るにふさわしい⻩⾦の薔薇が添えられています。数多くの殉教者たちの聖遺物は
真珠や宝⽯や，ありとあらゆる貴⽯がちりばめられています。そして，その神聖な祭壇のすぐ側
には，荘厳に飾られた教皇の⽟座が置かれています。それは祭壇を囲むように並べられた他の椅
⼦より少し⾼い位置に⻩⾦の薔薇が配されております。82

                                                                                                                                                                      
multisque aliis arborum atque herbarum floribus varie ut fit distinctis primum referctissima erant.» 

81 Ibid., p.314. «Ordinata deinde insignium drapporum agmina altius a solo suspensa universos basilice parietes magno 
cum decore circuibant. Per omnes insuper basilice dietas eadem insignium agmina superius appensa circumspiciebantur. 
Harum quidem tam insignium rerum specie aspiicientibus iocundissima erat sed pre ceteris ea insignia que in ambitu testudinis 
altius collcata extabant diversam ab aliis seriem atque inter se variam sortita mirabile profecto spectaculum pre se ferebant. 
Nam ita collocata erant ut singula agmina se invicem spectantia omnia condecorarent ac propriam testitudinei ambirus figuram 
mirabiliter exprimere viderentur. Scuta insuper et slipei varie noviterque formata ac pontificalibus armis insignita magno vum 
decore inter illa insignium agmina pendebant; pontificales qupque mitre altius suspense omnia adournabant. Mille preterea 
ornamentorum genera singula queque varie atque spesiosissime distinguebant.» 

82 Ibid., p.314. «Capelle etiam testudinei ambitus arnatissime erant in quarum prope medio spatio sue queque are extabant 
ita regalier ornate ut regie nempe camere apparerent. Altare vero quod in medio testudinei soli collocatum esse diximus quantis 
ornamentorum generibus condecoratum esset difficile dictu foret nam preter eius egregium opertorium purpura auroque 
intertextum calices, toreumata, candelabra, variaque vasorum genera aurata, argentea, aurea una cum odoriferis rose pontificalis 
dignissimis muneribus pretiosissimum altare mirum in modum redimibant. Sacre quoque multorum martirum reliquie 
margaritis, gemmis, unionibus, ceterique id genus pretiosis lapidibus multum admodum illustrabant. Astabat preterea in ipso 
ambitu quo altare pene divinitus arnatum erat regale quinimmo pontificale quoddam solium regie adornatum quod ceteris 
sedibus universum ambitum circumeuntibus longe altius prominebat.» 
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第 4章  De re aedificatoria第十書解題 
 

 

 

本論⽂は，これまでほとんど議論されてこなかった De re aedificatoria第⼗書をいま⼀度読み
直し，De re aedificatoria 全体での第⼗書の位置づけとその役割を再考している。本論第⼀章や
第⼆章ですでに指摘したように，第⼗書をニコラウス五世のローマ復興計画における「修復」
の実践的⼿引きとして読み解いている。続いて，第⼗書がローマ復興との結びつきで理解で
きるのならば，第⼀書から第九書はいかにとらえ直すことができるのか考察していく。いわ
ば本論⽂の結論的話題が本章に続く第五章の議論である。本章では第⼗書の内容を整理し解
題を付すことで，第五章のみならず本論の理解の前提としたい。 

 

 

 

De re aedificatoria第十書解題 
序⽂にて，第⼗書の題は«operum instauratio»とするとアルベルティは述べている1。この⽬

次を⼀瞥すると第⼗書第 1 章から第 12 章までは「沼沢，飲⽤⽔，井⼾，⽔路，治⽔，海岸」
というように⽔がテーマであり，それと関連して第 1 章，第 9 章，第 13 章で「補強，改修，
改良」という「修復」に関連しているであろう語を含んだ項⽬が⾒受けられる。「⽔」に関連
した記述が多くを占めるが，それが「修復」にどう関わってくるのか，という疑問がこの章
⽴てからうかぶだろう。記述内容によれば，「第 1章」，「第 2章」，「第 3章から第 8章」，「第
9章」「第 10章から第 12章」，「第 13章から第 15章」，「第 16章，第 17章」と分類すること
ができるだろう。まずは，第⼗書の概要を⽰すものとして，各章の題名をしるしておく2。 

第 1章 都市の補強と沼沢の改修 
第 2章 飲⽤⽔ 
第 3章 ⽔の⼀般的性質 
第 4章 ⽔脈の探知井⼾，坑道の掘り⽅ 
第 5章 ⽔脈の探知 
第 6章 ⽔質 
第 7章 測量，⽔路⼯事 

                                                        
1 その他，Leon Battista Alberti, L'arte di Costruire, a cura di Valeria Giontella, Torino, Bollati Boringhieri, 2010, では

«il restauro delle costruzioni», Leon Battista Alberti, L’architettura op.cit. (1966), では«il restauro»，J.Rykwert, N.Leach, 
R.Tavernor, On the Art of Building in Ten Books, MIT Press, 1988, では «Restoration of buildings»，Leon Battista Alberti, 
L’art D’édifier, texte traduit du latin, présenté et annoté par Pierre Caye et Françoise Choay, Seuil, 2004, では«Réparation des 
ouvrages»であり，いずれも⽇本語で⾔うところの「修復」に近い訳語を採⽤している。 

2 書のタイトルは，De re aedificatoria 序⽂でのアルベルティの記述による。cf. Leon Battista Alberti, L’architettura 
(De re aedificatoria), Testo latino e traduzione a cura di Giovanni Orlandi, Introduzione e note di Paolo Portoghesi, Milano, 
Polifilo, 1966, pp. 15-17.アルベルティの⼿稿や，1485年の初版では章分けはなされていない。各章に題名が付けられ
ているが，これらは 1512年パリ版 (Berthold Rembolt によるラテン語版) 以降に追加されたもので，アルベルティ
原著にはなかったものである。したがって，各々の章名は後世の著作家たちによる各章の内容を簡明に表すための
便宜的なものであることには注意されたい。バルトリによるイタリア語訳でも，上記と同様の章分けがみられる。
cf. Leon Battista Alberti, L'architettura di Leon Battista Alberti Tradotta in Lingua Fiorentina da Cosimo Bartoli, Venezia, 1565. 
ここに記した各章のタイトルは，相川浩訳によった。cf. レオン・バッティスタ・アルベルティ, 『建築論』, 相川
浩訳, 中央公論美術出版, 1982. 



第 4章  De re aedificatoria第⼗書解題 

   86 

第 8章 ⼤貯⽔槽 
第 9章 耕地改良と治⽔ 
第 10章 川岸と河床 
第 11章 運河，堤防⼯事 
第 12章 海岸と堤防，川の清掃，⽔⾨ 
第 13章 諸⽋陥の改良 
第 14章 炉，壁⾯の結露 
第 15章 駆除についての諸説 
第 16章 室内環境の改善，壁の補強 
第 17章 壁体の修理 

 

 

 

第十書第 1章 
アルベルティは，第⼗書において「⽔」について記述することの正当性を，第⼗書第 1章

と第 2 章に説明している。とりわけ，第 1 章は第⼗書の定義と考えられる。第⼗書の冒頭は
このように始まる。 

 

改築すべき⼯事の⽋陥を次に論究するとすれば，⼈の⼿で改められる⽋陥が⼀体何か，
どんなものか，ということを考えねばならない。例えば医者が多くの場合，病状の認知
に基づいて薬剤を定めるのと同様である。公私とも同様であるが，建築物の⽋陥は，⼀
つには建築家によって，あたかも植え付けられ発⽣させられたようなものが有り，他に
は外から持ち込まれたものが有る。またさらに，これらのうち，あるものは⼯夫や技術
で修復可能であり，他のものは完全に修理不可能である。3 

 

ここでアルベルティは「⼈の⼿ (manus)」や「⼯夫 (ingenium) や技術 (ars)」で修復できる
ことについて論じていくと表明している。この表現は後に「⼿で直して，⼀層適切になしう
る (recte reddi manu possint commodiora)」と第⼀章において⾔い換えられる。バクサンドー
ルが既に指摘しているように，«manus»は«ars»とほぼ同様の意味を表していると考えられる4。
また«ars»と«ingenium»について，アルベルティは第六書第 4章で以下のように述べる。 

 

最も美しく，また⾒事に飾られた事物の中で，賞賛されるもの，それは実に才知
(ingenium)の⼯夫や判断によるか，あるいは職⼈の腕(manus)によって到達される。ある
いはまた，その物質⾃体に⾃然に⽣じているものである。才知(ingenium)には選択，分
類，配置および同種のことで作品に威厳を与えるものが属し，腕(manus)には，堆積，接

                                                        
3 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 301. (ラテン語原⽂は，Leon Battista Alberti, L’architettura (De re aedificatoria), 

Testo latino e traduzione a cura di Giovanni Orlandi, Introduzione e note di Paolo Portoghesi, Milano, Polifilo, 1966, p. 869. 
以下，『建築論』の引⽤あるいは参照ページ数の横に () 付きで併記されたページ数は，このオルランディ版のラテ
ン語原⽂テクストの当該ページとする。)« Si de operum vitiis emendandis deinceps disputandum est, considerasse oportet, 
quaenam ea quidem et qualia sint vitia, quae manu hominum emendentur. Sic enim et physici arbitrantur maximam 
remediorum partem ex morbi cognitione pendere. Aedificiorum vitia cum publicorum tum privatorum alia ab architecto sunt 
veluti insita atque innata, alia importantur aliunde; et rursus horum alia emendari arte possunt et ingenio, alia penitus ementadi 
nequeunt.» 

4 Michael Baxandall, Giotto and the Orators Humanist Observers of painting in italy and the Discovery of Pictorial Compositon 
1350-1450, New York, Oxford University Press, 1986, pp. 15-17. 
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着，切断，削除，糊塗，およびこの種のことで，作品に優美をもたらすものが属する。5 
 

このアルベルティの発⾔は，第九書第 11章で述べられるような建築家による設計構想と，現
場での建設を分けて考えていることにもつながる。«ars»と«ingenium» (あるいは«manus») と
いう語，とりわけ「才能」と訳される«ingenium»は，芸術家を特別視する語として，初期ルネ
サンスの芸術家たちに盛んに⽤いられた6。いま我々が⼀般的に理解する建築家像はルネサン
スを嚆⽮とするが，アルベルティがその建築家像を創り出したともいえることは，De re 

aeidificatoriaで様々に⾒て取ることができる。 

さらに，修理には適⽤できる限界があり，修理可能な範囲で論じていくとも，以下のよう
に述べている。 

 

根本的な⽋陥や，あらゆる部分で完全に形を損じているものは修理を受け付けない。ま
たすべての線を消して，やり直さねばならないような⽋陥を持つものであれば，同じく
取り壊して新しく作った⽅が修理よりましである。7 

 

この点に関しては，「医者が多くの場合，病状の認知に基づいて薬剤を定めるのと同様である」
8というように，⼈間と建築，病気と建築的な⽋陥をアナロジーで結んでいることと関連があ
るだろう。本論第五章で議論するように，アルベルティは建築の永続性の価値をきわめて⼤
きく⾒積もっている。しかし同時に，⼈間にも死が訪れるように，建築も永遠に存続するこ
とはできないことも認識していた。 

 

 

 

第十書第 2章 
第 1 章において，第⼗書で議論するのは，「⼿で直して⼀層適切になしうる都市の地域の

⽋陥」であるとし，例として，「実⽣活に役⽴つものが豊富に供給されない」，「敵の不時の侵
⼊に対して安全性が⼗分といえない場合」，「気候が厳しいか，不健康にすぎる場合」9の三つ
をアルベルティは挙げた。都市の安全性と気候に関しては，第 1 章で語られるに限り，その
後この⼆つの⽋陥についての話題は⼀度もあがらない。「実⽣活に役⽴つものが豊富に供給さ
れない場合」に対してアルベルティは，第 2 章の冒頭において，以下のように述べる。⽔が
                                                        

5 Ibid., p. 163. (p. 459.) «Quae in rebus pulcherrimis et ornatissimis placeant, ea quidem aut ex ingenii commento 
et rationibus aut ex artificis manu deveniunt, aut a natura rebus ipsis immissa sunt. Ingenii erit electio distributio 
collocatio et eiusmodi, quae operi afferant dignitatem; manus erit acervatio affictio amputatio circumcisio expolitio et 
generis eiusdem, quae operi afferant gratiam.» 

6 «ars»と«ingenium»については， Michael Baxandall, Giotto and the Orators, op.cit. (1986), pp. 15-17; Martin Kemp, 
“From “Mimesis” to “Fantasia” : The Quattrocento Vocabulary of Creation, inspiration and Genius in the Visual Arts”, in 
«Viator», 8, 1977, pp. 347-405. アルベルティの«ars»と«ingenium»はキケローに由来すると考えられる。キケロー著／
⼤⻄英⽂訳『弁論家について（上）』, 岩波⽂庫, 2005年, pp. 258-260. (第⼆巻第 35章) 

7 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 302. (p. 871.) «Corrupta enim funditus et omni ex parte oenitus depravata 
emendationes non suscipiunt. Quae item sic se habent, ut ,nisi totis lineis pervertantur, reddi nequicquam possunt melioraa, ea 
quidem non emendantur magis quam, ut nova illic facias, demoliuntur.» 

8 Ibid., p. 301. (p. 869). « Sic enim et physici arbitrantur maximam remediorum partem ex morbi cognitione pendere.» 
9 Ibid., p. 302. (p. 873.) «Nos ea prosequamur, quae recte reddi manu possint commodiora; ac primum quidem publica. 

Horum maximum et amplissimum est urbs vel potius, si id ita interpretari libeat, urbis regio. Regio, qua indiligens architectus 
urbem condiderit, haec forte patietur vitia emendanda. Nam aut contra repentinas hostium excursiones erit non satis tuta, aut 
caelo erit immiti et parum salubri, et quae ad usum faciant non abunde suppeditabunt. De his igitur transigemus.» 
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古代においてどのように利⽤され，どのような種類の⽔があり，どのように⼈間⽣活に影響
を与えてきたかということである。「都市の地域」という問題の枠組みの中で⽋陥を考えたと
きに，第⼀に考えなくてはならないことが「⽔」であるとアルベルティは考えている。 

 

ところでもし，必要不可⽋なものが不⾜するのであれば，われわれはそれを⽋かないよ
うに前以って配慮することになろう。⼀体何が必要なものか，については⻑々と再考し
なくても明⽩であるすなわち，⾐⾷住と第⼀に⽔。健康にも病気にも，いわば⽔を⽤い
ているのであるから，⽔から始めよう。10 

 

それからアルベルティは，ターレスの「万物は⽔である」を引⽤しつつ，神聖な典礼や⼈間
の健康や病気にも⽔が深く関わることを指摘する。そして，⽔の性質についての歴史的な事
例をさまざまな著作から引⽤している。とりわけウィトルーウィウス『建築⼗書』の第⼋書
第 3章からの引⽤が多く，4カ所みられる。De re aedificatoria第⼗書はこれまでも，『建築⼗書』
第⼋書と⽐較検討されてきた11。この点については，後ほど節を改めて論じたい。なお，第 2

章では，「また反対に健康によい (instaurare) ⽔もある。」12という⼀節がみられ，ここに第⼗
書の書名でもある«operum instauratio»の«instaurare»が⽤いられている。 

 

 

 

第十書第 3章 
第 3章では，⽔が世界にどのように存在しているのか，⽔が発⽣する場所について古代の

⼈々の話を引き合いに出しながら記述している。章頭では，⽔に関する⼯事 (opus) について
語られる。 

 

さて，⽔に関して⼯事 (opus) をすべきことは四種ある。すなわち発⾒ (invenio)，導⼊ 
(duco)，選択 (seligo) および貯⽔ (asservo) 。これらについて述べなければならない。
しかし，⽔の⼀般的使⽤に役⽴つことを若⼲前もって考えるべきである。13 

 

第 3章は「⽔の⼀般的使⽤に役⽴つこと」である。「⽔は低い⽅へ流れる」14，「均衡が達せら
れれば，そこで静⽌し⼗分に安定する」15のように，⽔の物理的性質が列挙される。海や川を
⽔の容器とみなし，⼭は地中に⽔を蓄積させる働きがあり，そこから⽔は，泉として湧き出
るか，川として流れていくと述べる。しかしながら，時として突如その⽔源が枯れてしまう

                                                        
10 Ibid., p.305. (p. 881) «Nunc, igitur admonemur, quid facto opus sit. Nam iuvabit quidem aut penitus exiccare, aut 

reddere bene acquosam rivis fluento mative immisso, aut demum tellure exempta usque ad intimam scaturitatem aquae 
infodere. He his hactenus.» 

11 Hartmut Wulfram, “La posizione dominante che occupa il tema dell’aqua nel X libro. Un esempio dell’importanza che 
assume il modello vitruviano nela composizione del De re aedificatoria”, in Leon Battista Alberti teorico delle Arti e gli impegni 
civili del «De Re Aedificatoria», Atti dei Convegni internazionali del Comitato Nazionale VI centenario della nascita di Leon 
Battista Alberti (Mantova, 17-19 ottobre 2002 / Mantova, 23-25 ottobre 2003), a cura di Arturo Calzona, Francesco Paolo 
Fiore, Alberto Tenenti, Cesare Vasoli, (Ingenium n° 9), Firenze, Leo S. Olschki, 2 tomi., 2007, pp. 965-983. 

12 アルベルティ, 前掲書, (1982), p. 306. (p. 887). «Et contra sunt quae bonam instaurent ualitudinem» 
13 Ibid., p. 307. (p. 887). «Quattuor igitur circa rem aquariam sunt, quae ad opus faciant: ut invenias, ut ducas, ut seligas, 

ut asserves. De his nobis dicendum est. Sed nonnulla praecensenda sunt, quae ad universum usum aquarum pertineant.» 
14 Ibid., p. 307. (p. 887). «aquam natura petere ima» 
15 Ibid., p. 307. (p. 887). «adeptis, ubi conquiescat, sedibus sese tantum contentam esse» 
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こともあり，「⾃然に学んできたことは，全く容易ではなく，⼤変不明である。」16と締めくく
る。第⼗書第 1 章の海，川，沼などの⽔環境によって引き起こされる衛⽣上の問題点につい
て書かれたところでは，アルベルティは「⾃然から我々は何をなすべきかを告げ知らされる。」
17と述べている。アルベルティは序⽂を次のような⼀⽂で締めくくっている。 

 

建築は実に何かある⼀つの⾝体  (corpus) であり，他の諸々の体躯に似て，輪郭線 
(lineamenta) と物質 (materia) とから成っていると思われるが，前者は才能 (ingenium) 
により作り出され，後者は⾃然 (natura) によって産出されるものである。前者には感得 
(mens) と思考 (cogitatio) が，後者には調達 (paratio) と選択 (selectio) が関与するが。
しかし，輪郭線に従って素材を形成すべき熟練した職⼈の⼿ (manus) がないならば，両
者とも，それだけで⼗分有効とは思われない。18 

 

«lineamenta»と«materia»や，«ingenium»と«natura»は，先に述べたような，«ingenium»と«ars»

の並列に近いと思われる。つまり，輪郭線−才能，および物質−⾃然−技術というのが類似
的な概念として語られているのであろう。また，第⼗書第 3章でいう⾃然に学ぶという点は，
第六書第 1 章で述べられるように，アルベルティが古代建築を考古学的に調査したように，
実際の観察から学ぶべきであるという指針の表れであろう。また，この「⾃然」は今⽇われ
われが⼀般的に⽤いられている語とは意味合いが違い，プラトンなどの古代哲学やキリスト
教神学にもとづいた「⾃然哲学」という意味を⼤きく含むともいわれてきた19。つまり，⾃然
の裏に潜む本質的な規則をとらえることを，⾃然に学ぶという⼀節はあらわしていると考え
られる。 

 

 

 

第十書第 4章， 第 5章 
第 4章と第 5章は「発⾒」について割かれている。第 4章は，川や泉のように既に地上に

現れている⽔源ではなく，地下⽔などの⽬で⾒えない⽔源をどのようにて探し当てるか，ど
のようにして地⾯の下に⽔が存在する形跡を地上において⾒つけ出すかということについて
述べている。ここでは，『建築⼗書』の第⼋書第 1章から 4カ所引⽤されている。そして第 5

章では，地下に眠る⽔源に⾄るまで地⾯を掘る⽅法について述べられている。ここでも『建
築⼗書』第⼋書からの引⽤がみられる。第 6章から 2カ所である。De re aedificatoria第⼗書第 4

章，第 5章もまた，ウィトルーウィウスとの⽐較検討が必要であろう。 

 

 

 

                                                        
16 Ibid., p. 308. (p. 891). «Quae si ita sunt, profecto naturam nosse minime facile et valde obscurum est.» 
17 Ibid., p. 304. (p. 881). «Natura igitur admonemur, quid facto opus sit.» 
18 Ibid., p. 8. (p. 15). «Nam aedificium quidem corpus quoddam esse animadvertimus, quod lineamentis veluti alia 

corpora canstaret, et materia, quorum alteum istic ab ingenio produceretur, alterum a natura susciperetur : huic mentem 
cogitationemque, huic alteri parationem selectionemque adhibendam ; sed utrorumque per se neutrum satis ad rem velere 
intelleximus, ni et periti artificis manus, quae lineamentis materiam conformaret, accesserit. .» 

19 Leon Battista Alberti, On the Art of Building in Ten Books, op. cit (1988), p. 424. 
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第十書第 6章 
第 6章は⽔の「選択」について記述されている。アルベルティは⽔を⾬⽔，泉，流⽔，井

⼾⽔，雪融け⽔，湖⽔，沼⽔などの種類にわけて，それぞれの⽔の特徴を述べる。そして，
それぞれの⽔は，飲⽤⽔を筆頭に⼈間の⽤途にふさわしい使⽤でなくてはならないと述べる。
テオプラストス，アリストテレス，プリニウス，ウィトルーウィウスなど数多くの著作から
の引⽤がみられる章である。この点に関しては，アルベルティは第⼀書第 4 章で次のように
述べている。 

 

古い歴史家たちが⽔について注意している事象を，まだ語ることはできる。それは種々
で驚くべきものであるし，⼈体に良くも悪くもきわめて影響⼒の強い性質のものである。
しかし，それらは少数例であり，教⽰すべきことというより，知識の誇⽰の⽅に役⽴つ
のであろう。また⽔については他の箇所でさらに詳しく論じられよう。20 

 

⼀⽅の第⼗書では「ところで最⾼の⽔質といわれるものを列挙するとすれば，きわめて軽く，
すんだ，純粋な光をよく通す⽔でなければならない。これに加えて，第⼀書で⾔及したもの
がある。」21といい，第⼀書第 4 章を参照するように読者を促している。つまり，第⼗書第 6

章は第⼀書第 4章を補完する内容であるといえる。第⼗書の De re aedificatoriaでの位置づけや
その内容の意味という点で，第⼀書と第⼗書のつながりを明らかにしなければならないだろ
う。これに関しては本論第五章を参照されたい。 

 

 

 

第十書第 7章 
第 7章は⽔の「導⼊」について割かれている。⽔が発⾒され，使⽤可能であるならば，⼈

間の⽤途に合わせて様々に⽤いるために，⽔源から⽔を導く必要がある。そのための⽔路⼯
事について述べられている。『建築⼗書』第⼋書第 6章からの引⽤が 3カ所みられるのも⼤き
な特徴といえる。先の第⼗書第 6章では以下のようにアルベルティは述べている。 

 

発⾒した⽔を無計画に⼈々の⽤ (usus) 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⽔⽤として選ばれようが，その他の⽔はそれぞ
れに適するように使われよう。22 

 

第 7章の冒頭でも同様に「⽤」に関わる問題として議論されるべきだと表明する。 

                                                        
20 Ibid., p. 16. (p. 39). «Plura possent de aquis dici, quae veteres hitorici adnotarunt, varia et admirabilia et ad hominum 

genus bene atque male habendum validissima ; sed rara illa, et fortassis ad peritiam ostentandam quam ad rem edisserendam 
facerent. Tum et de aquis prolixius suo dicetur loco.» 

21 Ibid., p. 317. (p. 917). «Sed ut de aquis summatim quae dicta sunt colligam, levissimam esse aquam oportet limpidam 
tenuem perlucidam. Addenda item his sunt, quae primo attigimus libro.» 

22 Ibid., p. 312. (p. 903). «Inventis aquis, velim non temere usibus hominum dentur ; sed cum urbibus aquae copia non 
solum optatur, ut potent, verum etiam ut lavent, ut ortis coriariis fullonibus cloacis, ut etiam in primis subitis incendiorum 
casibus abunde suppeditet, optima nimirum seligenda erit, quam potui des ; caeterae demum, uti quibusque conferant, 
accommodentur.» 
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⽔が発⾒され検査されたら，最後にそれは巧みに導かれ，適切に実⽤ (usus) に供され
るように配慮されねばならない。23 

 

第⼗書第 2 章でアルベルティがすでに述べていたように，「実⽣活に役⽴つもの (usus) が豊
富に供給されない場合」というのが第⼗書の記述の枠組みとして提⽰されている。この«usus»

こそが，第⼗書を規定していると考えられる。とりわけ，⽔に関する⼯事 (opus) において，
第⼗書第 4章と第 5章が発⾒，第 6章が選択，第 7章が導⼊，第 8章が貯⽔について論じら
れていることと，「⽤」という点に関しては，De re aedificatoria第四書との関連が無視できない。
このことは本論第五章を参照されたい。 

 

 

 

第十書第 8章 
第 8章は⽔の「貯⽔」について述べられている。主に「貯⽔槽」について記述され，貯⽔

槽は，⽔の清浄が問われる飲⽤と，⽕災などその他の⽤途の⼆つに分類される。そして貯⽔
された⽔の浄化⽅法について述べられている。第 9 章では第 2 章の問題提起で指摘された⼈
間にとって必要不可⽋である「⾐⾷住」の問題の中の「⾐と⾷」の問題に議論が移ることか
ら，第⼗書第 3 章から第 8 章までを 1 つのまとまりと考えることができる。第 3 章から第 8

章までの議論は，⼈間にとって健康的で飲⾷に適した⽔をどのように発⾒し，それを都市に
供給し，必要に応じ適切な状態まで浄化し，蓄えるための⽅法についてといえる。第 8 章で
は，第⼗書のタイトルである，「建物の修復」«operum instauratio»の«instaurare»が 2度⽤いら
れている。「⼤貯⽔槽や井⼾に⼩⿂を放すと，⽔が浄化 (instaurare) される」24および，「⼀度
腐敗した⽔が時間をおいて浄化され，再び更新 (instaurare) されると，その後はずっと腐敗
しない」25である。 

 

 

 

第十書第 9章 
第 9章は，以下の引⽤からも明らかなように，⼤きく話題が転換する。アルベルティは「⾐

と⾷」の問題を議論することは農業について議論することにつながると述べる。農業に関連
して De re aedificatoriaで扱う内容は，農業を⾏う地域，すなわち⼟地の問題であると記述して
いる。⼟地の問題は⽔を適切に利⽤することによって，つまり灌漑と⼲拓によって解決でき
るというアルベルティの論理により，第九書においても結局⽔に関する話題である。 

 

さて次の問題である。われわれは⾐⾷が住⺠にとって必要といった。これらを提供して
くれるのは農業である。その技術を教述することに今は関係していない。ただし建築家
の側から耕作者にかかわることも若⼲ある。たとえばある場所は乾燥のため，あるいは

                                                        
23 Ibid., p. 317. (p. 917). «Denique, inventa et probata aqua, providendum est, ut bellissime ducatur aptissimeque usibus 

praebeatur.» 
24 Ibid., p. 323. (p. 937). «Nonnuli putant, si uas norum fictile acri plenum aceto, uti diximus, bene obturatum immiseris, 

mucosam ocius aquam instaurari» 
25 Ibid., p. 323. (p. 937). «quae semel putruert aqua, spatio defecari et rursus instaurari, post id amplius non putrescere» 
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適度の湿潤のために，耕作⽤に不適当で苦労の甲斐もない。これらのことについて⼆，
三⼿短に考察しておくのも時宜を得ていよう。26 

 

アルベルティは，「⾐⾷住」すべての問題において⽔が関わるので，⽔を⼈間の⽣活において
適切に⽤いることが⼈間⽣活の改善に繋がっていくのだと強調している。引⽤からも明らか
なようにアルベルティは，農業の問題に関して，De re aedificatoriaで⽴ち⼊って議論するつも
りではないと⾔いながら，いくつかは「建築家」に関係するものであるという。とりわけ⼒
を⼊れて記述されるのは，農業に必須の⽔の供給源である川が，時に浸⽔などの⽔害をもた
らすことである。⽔の流れを⼈間の⼒で制御し，いかに⽔路や川を⼈間の⼒で便利なように
利⽤できるかという点が⾮常に重要であると述べる。また，アルベルティは⽔運の整備に関
しては「建築家」の仕事であると考えていたことが類推できる。そして，第 10章以降の川や
運河についての話題の⼊り⼝としても第 9章は位置づけられる。 

 

 

 

第十書第 10章，第 11章 
 

ある地⽅が住⺠の⽣活必需品を⾃給できないときは，他のところから便利に運べる限り，
それを受け⼊れようということになる。このために⼈々は旅をし，道を作る。それらは
実にできるだけ容易に，便利に，時宜に適った必需品を運び集めるために備えられたの
である。旅の種類は−他の箇所でこれに関係して⾔及したように−陸路と⽔路と⼆種類あ
る。27 

 

冒頭で上記のように前置きされて，第⼗書では道および⽔路について紙幅が割かれている。
⽔路が話題の中⼼でそれは第 12章まで引き続いて議論される。第⼗書第 7章の導⽔⼯事につ
いての記述でも⽔路について述べられていたが，それらの違いは，第 7 章では⽣活⽤⽔路や
⽔道について議論された⼀⽅で，第 10章では物流のための⽔路が話題であるということであ
る。第 10章の⽂頭には陸路と⽔路の２つが挙がっているにも関わらず議論が⽔路に集中する
のは，「他の箇所でこれに関連して⾔及した」とあるように，第四書第 5章から第 7章にかけ
て，陸路についてはすでに議論されたからと考えられる。アルベルティは第四書第 7 章で，
次のように述べている。 

 

川や運河は，特に船の航⾏に役⽴つものであり，道路の理でもって判断すべきものと思
う。船を運搬具の種類に参⼊することを拒まない限りそうであるし，同様にいえば，海
そのものさえ，その性質からして，⾮常に⾃由な道路以外の何物であろう？しかしこの
点については，今ではなく他の適当な機会に論じた⽅がよかろう。道路の理が河などに

                                                        
26 Ibid., p. 323. (p. 937). «Nunc ad reliqua veniamus. Diximus escam et vestem deberi accolis. Hae res dabit agricultura. 

Quas artes prosequi ad institutum non pertinet ; sunt tamen ex architecto aliqua, quae aratori conferant. Id quidem, ubi ager ad 
cultum seu siccitate seu aquarum nimietate et molestia aptus nequicquam sit. De his aliqua brevissime recensuisse iuvet.» 

27 Ibid., pp. 325-326. (p. 945). «Sequitur ut, quae non possit ex se alimenta regio praebere incolis, illud aliunde, quoad id 
fieri possit, commode suscipiat. Ad hanc rem facient itinera et viae, quae quidem habenda sunt ita, ut perquam facile 
commodeque possint oportunis temporibus necessaria comportare. Itinerum - quod alibi suo loco, attigimus - duo sunt genera, 
terresque atque aquaticum.» 
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⼗分に適応されない場合が，⼈間の使⽤上，仮に起これば，その時は⼿と技とで，偶然
に⽣じた⽋点を改め，⽋ける点を便利なように補うことになろう。それらに関しては，
いずれ別に論究するだろう。28 

 

⽔路については第四書第 7章の「路」という範疇で語るよりは「⽔」に関連した第⼗書で語っ
た⽅がよいと判断していたのだろう。アルベルティは⽔路を「川と運河」と「海」に分類し，
第 10章は「川」，第 11章は「運河」，第 12章は「海」について記述することを主としている。
第 10章では以下の引⽤のように，川の⽔流によって様々な影響を受ける川岸と河床を議論の
主題として抽出し，記述を川岸の堤防と河床の強化⼯事に限定する。 

 

川の類には容器と同様に，底と側壁が役⽴たない場合，不完全な場合，不適切な場合に
⽣じる⽋陥がある29 

 

堤防を築くことに関しては，「他の諸建築の⽅法が準⽤される」30といい，基本的な構築⽅法
に関しては既に述べてきたことを確認する。また，「（河床を）掘ること，障害物を取除くこ
と，掃除することの⽅法と⽬的は⼀般に同質である。」31と，河床に関する⼯事は，障害物の
除去と清掃に関することであると述べる。実際，第 10章では河床についてはほとんど触れら
れず，川の清掃について記述された第 12章で紙幅を割かれている。なお，第 11章の「（運河
には）川に対するほとんどすべてのことが，ここにも要求され，第⼀に底や岸の堅固，不動
が必要とされる。」32という⼀節からも明らかなように，第 11章と第 10章は連続的かつ⼀体
的に記述されている。 

 

 

 

第十書第 12章 
第 12章は，第 3章から⻑々と論じられてきた⽔を巡る話題についての締めくくりである。

まず海における⽔流の問題である波の問題について議論している。海岸を波の⼒に対抗しう
るように強化するための堤防の話に始まり，次に港の防護について，さらに⽔路全般の掃除
について，最後に⽔⾨について述べる。すべては⽔の流れを正常に保つためと船の運航上の
配慮のためである。第 12 章もまた第 10 章から引き続き「⽔」という主題の中で，川や運河
や海が運搬⽤⽔路として機能するための維持管理や対策⼯事について述べられている。第⼗
書第 3章から第 12章に渡ってアルベルティが論じてきたことは，⽔はそのものが⼈間の⽣命
活動にとって必要不可⽋であるだけでなく，その他必需品を⼈間に供給する「路」としての

                                                        
28 Ibid., p. 117. (pp. 325-327). «Flumina praeterea et fossasi aquarias, quae praesertim ferendis navigiis serviant, cum 

viarum rationibus censendas puto, quando inter vehiculorum genera navim ascribendam non inficientur ; tum et mare ipsum 
natura sui quid erit aliud demum quam multo patens via ? Sed de his nihil est hoc loco, quod prolixius disseruisse conferat. 
Quod siquid acciderit, ut hominum usibus ista haec minus suppeditent, erit tunc ut manu et arte quae forte offenderint vitia 
emendentur, et quae desint commoditates parentur ; quarum rerum suo tracrabitur loco ratio.» 

29 Ibid., p. 326. (p. 945). «Et dicere posse videor fluminibus awque adesse atque in vase vitia, ubi fortasse fundo sint aut 
lateribus non aptis non integris non accommodatis.» 

30 Ibid., p. 326. (p. 947). «ipsius modus ad caeteras aedificationum rationes refertur» 
31 Ibid., p. 327. (p. 951). «Excavandi, impedimenta tollendi atque purgandi eadem ferme ratio finis est» 
32 Ibid., p. 328. (p. 951). «eique ferme omnia debentur, quae fluento, et in primis fundi laterisque soliditas et firmitudo 

exigit» 



第 4章  De re aedificatoria第⼗書解題 

   94 

機能も果たすということである。 

第 2章から第 8章までは，⼈間が都市で⽣活を営む上で必要不可⽋な⽔が不⾜する時の対
策としての都市の⽋陥の修理・修復といえるであろう。第 9 章は，⾐⾷住の「⾷」を作り出
す農業は「⽔」に依存するため，「⾷」という「実⽣活に役⽴つもの」が豊富に供給されない
場合も「⽔」に関する対策が必要となるということである。 

第 10 章から第 12 章までのテーマは，都市⽣活において，「実⽣活に役⽴つものが豊富に
供給されない場合」，いかなる⼿当をすべきかということであった。アルベルティが念頭に置
いていたのは物流のネットワークが整備されておらず，都市が孤⽴している状態だと考えら
れ，その解消のために必要な対策は陸路と⽔路の整備である。陸路は第四書においては論じ
ているので，残るは⽔路についての議論である。このように，都市の⽋陥としてあげた「実
⽣活に役⽴つものが豊富に供給されない場合」はすべて⽔に関連したものであるというアル
ベルティ独⾃の理論により，第⼗書で数多くの⽔に関する記述がみられ，すべては「都市の
⽋陥の修理・修復」という問題につながっていることが確認されるだろう。 

 

 

 

第十書第 13章 
第 13章は第⼗書における⼤きな転換点である。第 13章前半では，⽔がもたらした都市に

おける様々な現象について古代⽂献を引⽤しながら述べ，⽔にまつわる話のまとめのような
様相を呈している。下に引⽤した第 13 章冒頭のように，第 13 章の後半は，⽔によって引き
起こされる寒暑についての話題である。 

 

改善可能なその他の⼩⽋陥について，できるだけ簡単に述べよう。若⼲の場所では，⽔
を導⼊した地域が⼀層暑くなったし，逆に若⼲の地域では⼀層寒くなっている。33 

 

暑くなったり寒くなったりするという⾃然現象に対処するための具体例の記述になる。しか
し，アルベルティは暑さへの対策しか第 13 章では述べず，寒さについては第 14 章で語られ
る。ここでは「陰と⾵」をどのように建物に取り込むかという話題であり，議論の中⼼は「⽔」
そのものから移り変わっていく。第 13章は第⼗書第 1章で述べられた不衛⽣な湿潤な⼟地の
改良⽅法について述べられたところとよく似る。第 1 章が地域«regio»についての議論であっ
たのに対し，第 13章では屋根を⼆重に架けたり，⼆重扉をもうけて暑さを和らげたりする⼿
法が語られるなど，建築そのものへの介⼊も述べられているのが特徴的であるといえる。 

 

 

 

第十書第 14章 
第 14章は，⾮常に短い章であり，寒さに対する対処⽅法について割かれている。第 13，

第 14章はこれまで続いてきた都市に関わる⽔の話題である「地域と⽔」という主題から「建

                                                        
33 Ibid., p. 334. (p. 971). «Nunc caetera minutiora, quae emendari patiuntur, quam id potero brevissime prosequar. locis 

nonnullis, quod aqua inducta sit, regio effecta est calidior, et contra nonnullis effecta est frigidior.» 
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物において快適に暮らすための寒暑対策」に主題が転換し，扱われる内容は建物の室内にほ
ぼ限定され，議論の範疇がぐっと狭まっている。「地域と⽔」について議論されてきたのにも
関わらず，「建物内部の快適性」に議論は突如として変わるのである。夏は暑さが厳しくなく，
冬は暖かく暮らすために求められる壁の材料についての記述が⼤半を占める。ただ⼈間に快
適であるということは，他の動物にとっても同様であるため，ネズミやナンキン⾍が発⽣し，
様々な害が⽣じるとも述べる。 

 

 

 

第十書第 15章 
第 15 章は，害⾍および害獣に対する対処⽅法について，章の始まりで以下のように述べ

ている。 

 

ここで⼤著述家たちから学んできたことを，若⼲思い出すのも時宜に適うものであろう。
建物はあらゆる煩わしさから免れることが望ましい。34 

 

⼀⽅，章の末尾では次のように述べる。 

 

これらの点については以上であるが，この上なく熱⼼な読者が待ち望んでいたものより，
おそらく多くなったであろう。しかし，容認していただけると思うのであるが，これら
のことは，ある場所の⽋陥を改良するためのものに外ならず，かつ，こうしたやっかい
な煩わしい⽇常不断の不確かな災いに対して，何も対応策がないとすれば，ここに⼗分
に纏める価値もある35 

 

第15章で記述されている内容を第⼗書で扱うことに対して慎重な姿勢をアルベルティはみせ
ている。第 15 章は第⼗書において特殊な存在であり，第 14 章とのつながりは，⾍や⼩動物
による害という点で関係性があるが，第 16章との明確なつながりは⾒いだせない。 

 

 

 

第十書第 16章 
第 16章は議論を本題に戻すとの記述から始まり，第 14章から引き続いて，室内にて寒暑

から⾝を守り快適に暮らすためについて記述されている。 

 

そんな不都合を巧みに取り除く⽅法を，われわれは⼩プリーニウスの⽂章から学んだ。
それにいわく。「夜，眠るとき寝室に備えるべきこと。窓を開けない限り，若い奴隷たち
の声，海の響き，嵐の激動，稲光，明け⽅の光に気づかないほど，それほどに奥まって，

                                                        
34 Ibid., p. 337. (p. 981). «Sed quando in ista incidimus, iuvat hic referre nonnulla, quae apud graves auctores legimus. 

Aedificium omni vacet molestia optandum est.» 
35 Ibid., p. 338. (p. 985). «Sed de his hactenus ; quae fortassis fuere plura, quam gravissimus lector postulasset. Sed dabis 

veniam, si non aliena sunt ab emendandis locorum vitiis ; tametsi contra molestiam odiosamque assiduitatem infestissimarum 
istiusmodipestium nihil est, quod satis conferre posse videatur.» 
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隠れ，離れていること。その⼿法はこうである。すなわち，寝室と庭の壁の間に通路を
設けて両者を離す。この空間によって，あらゆる⾳が消される。」壁の話になった。壁の
⽋陥は次のようなものである。36 

 

以上のように，幾分回りもった⼝調で，壁の⽋陥についての議論を導⼊する。「壁の⽋陥」は
第 16 章の主題であり，第 17 章に引き続いて語られる。議論の展開は唐突で脈絡がなく，や
や乱暴である。アルベルティは記述を第 16 章では，「壁の⽋陥は次のようなものである。す
なわち，⻲裂を⽣じるか，解体するか，⾻組みに傷がつくか，垂直性が失われるかである。」
37と壁の⽋陥の具体例を挙げる。その後，壁の⽋陥を導く原因について以下のように記す。 

 

壁の⽋陥の原因で明⽩なものは，次のようなものである。例えば薄すぎる場合，結合が
不適切な場合，開⼝部が多く危険な場合，最後に，⾻組みが嵐の破壊⼒に対して⼗分に
対抗し得ない場合である。⼀⽅，気づかれないものが予期せずに偶発するのは次の場合
である。すなわち，地震，雷，⾃然の地表のあらゆる変動。しかし，⼯事全般について
多くの被害を⽣み出す第⼀の原因は，⼈間の不注意と軽視である。38 

 

その他，アルベルティは「壁にとっての静かな破城槌は野⽣イチジクである」39と⾔う。
第三書第 8章でも同様にイチジクの脅威について，「信じ難いことであるが，いかに⼤きい⽯
塊またどれほどの堆積が樹⽊の根によって浮かされたか，私はこの⽬で⾒てきている。」40と
述べられる。この点に関しては，カッサーニも指摘しているが，どれほどわずかなものでも，
建物の永続性に影響のあるものは配慮すべきだというアルベルティの考えの⼀端であろう。
これは修理に対するコストを抑えるための経済的配慮にも基づいていると考えられる41。 

また，詳しくは本論第⼆章を参照されたいが，第 16 章の「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った。これは⼤いに推奨されてしかるべきもの
と思う。」42はフロンティヌスを『古代ローマの⽔道について』をもとにしていると考えられ
る43。これは De re aedificatoria執筆当時，ニコラウス五世によってその役職の権限の拡⼤が⽬
                                                        

36 Ibid., p. 339. (p. 985). «huic incommodo didicimus ex epistola Plinii iunioris quo pacto bellissime subveniatur, his 
verbis : «Iunctum est cubiculum noctis et somni : non illud voces servulorum, non maris murmur, non tempestatum motus, non 
fulgurum lumen, ac ne diem quidem sentis, nisi fenestris apertis tam alti abditique secreti. illa ratio est, ita omnem sonitum 
media inanitate consumit.» Venio ad parietes. Parietum vitia haex sunt :» 

37 Ibid., p. 339. (p. 987). «Parietum vitia haec sunt : nam aut rimam faciunt aut dissolvuntur aut ossa perfringuntur aut a 
perpendiculi rectitudine discendunt.» 

38 Ibid., p. 339. (pp. 987-989). «Causa in pariete prompta erit haec : puta, ubi sit plus satis gracilis, ubi sit nexuris non 
commodis, ubi apertionibus referctus nocuis, ubi denique ossa contra iniurias tempestatum non satis munita sint. Quae autem 
occulta et praeter spem eveniant, haec sunt : motus terrae, fulgura, solique naturaeque omnis inconstantia. Sed in primis quid 
universis operum partibus plurimum obsit, est hominum negligentia atque incuria.» 

39 Ibid., p. 339. (p. 989). «Surdus - inquit ille - aries parietibus est caprificus» 
40 Ibid., p. 77. (p. 209). «Dictu incredibile, quantas lapidum moles et quas congeries commotas una esse arboris radice 

viderim.» 
41 カッサーニは，『家族論』の⼀節を引⽤し，修理における素早い⼿当の重要性をアルベルティが説いている

ことに着⽬している。「⾬の雫⼀滴が，屋根から梁に落ちてくる。業突く張りは，（屋根を修繕せずに）明⽇まで待
ち，また明後⽇まで待つ。ふたたび⾬が降る，業突く張りはお⾦を使いたくない。三度，⾬が降る。とうとう梁が
⾬に濡れて腐ってふやけ，折れてしまう。そして⼀ソルドですんだはずの出費が，⼗ソルドかかってしまう。」(レ
オン・バッティスタ・アルベルティ, 『家族論』, 池上俊⼀／徳橋曜 訳, 講談社, 2010, p. 254). cf. Alberto Giorgio 
Cassani, La Fatica del Costruire Tempo e Materia nel pensiero di Leon Battista Alberti, Milano, unicopli, 2004, pp. 140-141. 

42 アルベルティ, 前掲書, (1982), p.339. (p. 989). «Mihi vehementer probantu veteres, qui familias ex publico 
constituebant, ut opera curarent publica atque tuerentur.» 

43 第⼆書第 116節．Frontinus, The stratagems and the aqueducts of Rome, translated by Charles E. Bennett, edited by Mary 
B. McElwain, translation of the aqueducts being a revision of that of Clemens Herschel, Cambridge (US), Harvard Univ. 
Press, 1993. 
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指されていた都市施設管理官 (Maestri di Strada) を指しているという指摘がある44。 

 

 

 

第十書第 17章 
第 17 章では，「予測されないが，発⽣した結果は修理される問題に移る」45という導⼊に

続き，第 16章で挙げた⽋陥のうち⻲裂を⽣じた場合，⾻組みに傷がついた場合，垂直性が失
われた場合の 3 点について書かれている。章の最終部において，サン・ピエトロ⼤教会堂の
傾いた壁を例に挙げて，施されるべき対処⽅法について述べられて，第⼗書は結末を迎える。
第 13 章から，徐々に話題が逸れていき，第 16 章の途中にて「壁」という話題に変わること
へのアルベルティの根拠を De re aedificatoriaから⾒つけ出すことはできないが，おそらく，壁
の話に⾄るまでの，第 13 章から第 16 章の途中までの記述は，都市の話題から壁の話題へと
話題を変えるための単なる「つなぎ」の部分にすぎないのではないかと考えられる。 

 

建物のすべては，六つの部分から成ることが明⽩である。それは次のものである。地域
(regio)，床⾯(area)，分割(partitio)，壁(paries)，覆い(tectum)，および開⼝(apertio)。46 

 

第⼀書において，上のようにアルベルティは述べており，実際，De re aedificatoriaでは第⼀

書から第九書までにおいて「regio→aerea→partitio→paries→tectum→apertio」（地域→床⾯→

分割→壁→覆い→開⼝）と順に論は構成されているが，「⽋陥」をテーマにした途端，「地域」

と「壁」について述べられるだけで，その他の話題には触れられない。第九書第 8 章におい
て，以下のように⽋陥について列挙した際には，分割や覆い，開⼝における⽋陥もそこに含
まれている。第⼗書にて，地域と壁を取り出し記述したことは，アルベルティの意図である
と考えられるが，その意図は判然としない。 

 

もし建設する地域として，不健全な，荒れた，不⽑の，穏やかでない，暗い感じの，ま
た明瞭であろうと不明瞭であろうと何かの悪条件に悩まされ，苦しめられるような場所
を選んだとすれば，まさに⽋陥が⽣じるであろう。また以下に述べることなども過失で
あろう。すなわち，敷地境界を不適切に指⽰した場合。また⼊居者達の使⽤と妥当性に
関して，相互につじつまの合わないような部分どうしを連結した場合。また各⼈の⾝分
に合わない場合とか，全ての家族や家僕，婦⼈，少⼥たち，さらに都市や⽥舎の便宜に
⼗分にあわない場合。同様に賓客や関係者たちのために備えられるべき威厳に⼗分に応
じていない場合。あるいはまた，必要とされるよりも過⼤，過⼩であったり，あるいは
解放しすぎであったり，隠しすぎであったり，また過密，過疎，過多，過少に作った場
合。また酷暑，厳寒にあまり⼿数をかけずに堪えられるための配慮を⽋いた場合。また
建物が弱く荒天に堪え難い場合。さらに加えて，⼈間の暴⼒や不慮の災害を⼗分に防護

                                                        
44 Leon Battista Alberti, L’arte di Costruire, op. cit. (2010), p.437. 
45 アルベルティ, 前掲書, (1982), p.340. (p. 989). «Venio ad ea, quae non praevideri, sed iam effecta emendari possint.» 
46 Ibid., p. 10. (p. 23). «in promptu est totam aedificandi rem constare pertibus sex. Hae sunt eiusmodi: regio, area, 

partitio, paries, tectum, apertio.» 
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せず安全でもない場合。また壁が屋根を⽀えきれないほど薄いか，あるいは耐久性のた
めに必要とされる以上に，はるかに厚い場合。屋根の⾕が⾬⽔であふれ，両側の屋根の
間でお互いにいわばせめぎ合う場合。嵐で⽔が壁の中に侵⼊⼝を作る場合。法外に⾼い
か，異様に低い家を建てた場合。開⼝部の隙間から⾵，厄介な雪，煩わしい⽇差しが⼊
り，あるいは逆に遮断しすぎて暗く耐え難くしてしまう場合。壁の⾻組みを節約しなかっ
た場合。⻑々とした通路で繋がれる場合。醜い汚れたもので不快にしてしまった場合。
以上のような場合は過失であろう。その他，上記⼀連の書でわれわれが証明してきたこ
とは，いわば無くてはならぬものである。47 

 

アルベルティは«instauratio»という枠組みで議論できるものは「都市」と「壁」だけであると
考えていたのであろうか。または«instauratio»を「修復」とせずに他の⾔葉を考えると，「地
域」と「壁」がとりだされたことが諒解されるであろうか。やはり第⼗書は「がらくた⼊れ」，
「付け⾜し」であり，そこに論理的な構造を⾒いだせないのか。それとも第⼗書は work in 

progressの未完の書であるのか。これらの点については，これから本論第五章で議論するよう
に，第⼗書をニコラウス五世のローマ復興のための実践的⼿引書ととらえ，De re aedificatoria

第⼀書，第四書との⽐較検討のなかに第⼗書を位置づけることで明らかすることができるの
ではないだろうか。 

 

 

 

 

 

『建築十書』第八書と De re aedificatoria第十書の比較48 
前節での De re aedificatoria第⼗書読解により⽣じた疑問点をまず整理したい。「都市の地域

の⽋陥」として「敵の不時の侵⼊に対して安全性が⼗分といえない場合」，「気候が厳しいか，
不健康にすぎる場合」，「実⽣活に役⽴つものが豊富に供給されない場合」の 3 つが第⼗書で
は取り上げられていた。そのなかで，「実⽣活に役⽴つものが豊富に供給されない場合」のみ
詳論されて，それが「⽔」と結びついたのはなぜだろうか。「都市の地域の⽋陥」として「⽔」
に関する記述が挙げられたことは理解できるにしても，なぜそこまで「⽔」にこだわって記
                                                        

47 Ibid., pp. 291-292. (p. 23). «Viteo quidem dabitur, si regionem insalubrem impacatam infecundam infelicem tristem 
malisque tum patentibus tum et occultis obnoxiam vexatamque elegeris, ubi opus ponas. Erit et vitium, si areae modum 
praescripseris non aptum non accommodatum; si membra membris adiunxeris, quae non mutuo inter se consentiant ad usus 
incolarum atque commoditatem ; si non singulorum ordinibus, si non toti familiae liberorum servorum matronarum puellarum 
urbanorum rusticanorumque commodis satis cum dignitate cuiusque provisum sit una et hospiti etiam atque salutatoribus ; si 
aut nimium vasta aut nimis pusilla aut nimium patentia aut plus satis recondita aut nimini coniuncta aut nimis disseparata aut 
valde plura aut pauciora effeceris, quam res postulet ; si deerunt, quibus aestum, quibus frigora tolleres sine molestia ; si non 
aderunt diversoria, quibus te per bonam valitudinem exerceas atque oblectes, quibus etiam ab invalidis et non bene se 
habentibus caeli temporumque offensiones prohibeas ; adde si non erit ab hominum iniuria, ab subitis casibus satis munita et 
tuta ; si erit paries aut gracilior, quam ut sese ferre et tectum possit, aut longe crassior, quam firmitudo exigat ; si tecta inter se 
stillicidiis. ut ita loquar, altercantia, siimbrium vim in parietem intra itionem fundentia, si nimium excelsa aut nimium depressa 
posueris ; si apertionum hiatus ventos infestos, pruinas molestas, soles importunos, aut contra si obstrusiores cecitatem odiosam 
intulerint ; si ossibus parietum non pepercerint ; si praepediti anfractus itionum, si foeda obscenaque offenderint ; et istiusmodi, 
quae superioribus libris, qualia esse debeant, explicavimus.» 

48 本節は，以下の論考を⼤幅に加筆修正したものである。岡北⼀孝，⻄⽥雅嗣「アルベルティ De re aedificatoria
第⼗書について─ ｢修復｣と題された第⼗書が｢⽔｣についての記述を多く占めるのはなぜか｡ウィトルーウィウス
De architectura libri decem第⼋書との⽐較を通して─」，⽇本建築学会近畿⽀部研究報告集 計画系，48，pp. 697-700，
2008年 6⽉. 
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述されたのだろうか。«instaruare»は「修復」と訳されて良いのだろうか。«instaurare»は何を
意味するのだろうか。なお，«instaurare»についての検討は本論第⼀章での議論を参照された
い。 

De re aedificatoriaについて考察をはかるなら，ウィトルーウィウス『建築⼗書』De architectura 

libri decem49との⽐較は避けられないであろう。De re aedificatoriaについて『建築⼗書』との関係
性やその影響に触れずに語られた研究は全くないと⾔ってよいほどである。とりわけ，De re 

aedificatoria 第⼗書を考える上で，検討すべきものは『建築⼗書』の第⼋書であろう。すでに
前節で De re aedificatoria第⼗書は『建築⼗書』第⼋書からの引⽤が⽐較的多くみられたことを
指摘した。そして，ウィトルーウィウス⾃⾝も第⼋書は⽔について書いたと明⾔している。 

クラウトハイマーは，リオネッロ・デステ (Lionello d’ESTE, 1407 - 1450) がアルベルティ
に『建築⼗書』の注解を依頼し，そのつもりでアルベルティも取り組んだが，その試みが途
中で変化し，発展し，De re aedificatoriaに結実したと述べている50。幾度となく引⽤されてきた
以下の有名な⼀説においてアルベルティは『建築⼗書』に対する⾃⾝の思いをあらわにして
いる。これはウィトルーウィウスへの⼿厳しい批判であり，『建築⼗書』の問題点は，それが
時を経ることによって損害を被り内容として不完全であることや，記述⾔語の⼀貫性の⽋如
と不明瞭な記述にあるとアルベルティは考えていたのだろう。それはウィトルーウィウスと
アルベルティを語る上でしばしば引⽤される，第六書第１章の記述からも明らかである。 

 

いかに多くの優れた著書の⽂書が，年⽉と⼈間の無情の中で，埋没して⾏ったかに，⼼
を痛めてきたが，しかしそうした多くの不幸の中で，⾟うじて⼀⼈ウィトルーウィウス
の存続を得たのである。それは疑いもなく，きわめて経験豊かな著作である。しかし，
いかにも⻑い年⽉に痛めつけられ，ぼろぼろになって，多くの箇所で⽋落があり，⼤部
分を⽋いた箇所も多い。その上，彼はあまり教養⾼い⽂章を書いていなかったのである。
たとえばギリシア語を⾒なされたかったのであろう，とラテン⼈はいい，ギリシア⼈は
ラテン語で述べられたもの，と告げる。さらにその書に⽰される事実そのものは，ラテ
ン語でもギリシア語でもなかったことを証しており，われわれに理解できないように書
かれた訳で，われわれにとって，彼がそれを書かなかったに等しいほどである。51 

 

アルベルティは現存する古代建築を調査研究することによって得られた知⾒や，ウィトルー
ウィウス以外の過去の著作によって得られた知識によって『建築⼗書』に⼿を加え，当時の
パトロンたちに De re aedificatoriaとして提⽰したのだ，というのがクラウトハイマー含めた⼀
般的理解である。ある古代の⽂献を元にそれに⼿を加え発展させた書物という例はこの時代
ほかにも表れる。 

例えば，ゲオルグ・フォン・プールバッハ (Georg VON PEUERBACH, 1423-61年) とそ
                                                        

49 本論では，ウィトルーウィウス,『ウィトルーウィウス 建築書』, 森⽥慶⼀訳注, 東海⼤学出版会, 1969, を
⽤いつつ，羅伊対訳版を適宜参照している。Vitruvio, De Architectura, A cura di Pierre Gros, Traduzione e commento di 
Antonio Corso e Elisa Romano, 2 Tomi, Torino, Einaudi, 1997. 

50 Richard Krautheimer, “Alberti and Vitruvius”, in The Renaissance and Mannerism, Studies in Western Art, Acts of The 
Twentieth International Congress of The History of Art Vol. 2, Princeton University Press, 1963, pp. 42-52. 

51 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 157. (p. 441.) «Nanque dolebam quidem tam multa tamque praeclarissima 
scriptorum monumenta interisse temporum hominumque iniuria, ut vix unum ex tanto naufragio Vitruvium superstitem 
haberemus, scriptorum procul dubio instructissimum, sed ita affectum tempestate atque lacerum, ut multis locis multa desint et 
multis plurima desideres. Accedebat quod ista tradidisset non culta: sic enim loquebatur, ut Latini Graecum videri voluisse, 
Graeci locutum Latine vaticinentur; res autem ipsa in sese porrigenda neque Latinum neque Graecum fuisse testetur, ut par sit 
non scripsisse hunc nobis, qui ita scripserit, ut non intelligamus.» 
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の弟⼦レギオモンタヌス (Johannes REGIOMONTANUS, 1436-76年) による Sex primi libri 

epitomatis Almagesti 『アルマゲスト』である。これはプトレマイオス (Klaudios PTOLEMAIOS, 

90-168 年) の『アルマゲスト』Almagest をそれ以後のヨーロッパやイスラムの天⽂学知識に
よって校訂したものである。コペルニクスを含む 16世紀の天⽂学者たちはプトレマイオスの
原本よりも，この「改訂版」に学んだことが多いと思われている52。アルベルティもまた，『建
築⼗書』の「改訂版」として De re aedificatoriaを構想していた可能性は⼤いにある。ウィトルー
ウィウスの知り得なかったことや，その誤りを修正することによって，『建築⼗書』を De re 

aedificatoriaとして甦らせることを⼀番の⽬的としていたのかもしれない。 

ウィトルーウィウスは『建築⼗書』第⼀書第三章において，「建築術の部⾨は三つある：
建物を建てること，⽇時計を作ること，器械を造ること」53と述べている。そして，第七書の
末尾や第⼋書の冒頭では，次のように記されている。 

 

総じて建物を完成させるにはどんな理法を利⽤すべきであるかを七巻に渡って詳しく規
定したから，次の巻では⽔について，どこかにそれがないならばどういう⾵にしてそれ
を⾒つけるか，どんな⽅法でそれを引くか，どんな⼿段でそれが健康的であるかどうか
適当であるかどうかを⾒分けるか，これらのことを説明しよう。54 

 

⾃然学者や哲学者や聖職者たちによって万物は⽔の⼒で成⽴すると判断されていますか
ら，家の建て⽅は前の七巻で明らかにされましたので，この巻では⽔の発⾒に関連して，
⽔が⼟地の特性に応じてどんな性質を持つか，どんな⽅法で導かれるか，またどんなふ
うに試験されるか，を書き記すのが⾄当であると私は考えました。何故なら，⽔は⽣命
にも娯楽にも⽇々の⽤にも特に⽋くことのできないものでありますから。55 

 

さらに第九書では，「はじめの七巻では建築について書き，第⼋巻では⽔について書きました。」
56とも述べる。このウィトルーウィウスの記述を整理すると，第⼀書から第七書までが
«aedificatio» (建物を建てること) に分類されており，第九書が«gnomonice» (⽇時計を作るこ
と)，第⼗書が«machinatio» (器械を造ること) に割り当てられていると⾒なすのが⾃然である。
つまり，第⼋書の⽬的やその位置づけは『建築⼗書』において唯⼀はっきりしない。 

既に引⽤したように，ウィトルーウィウスは第⼋書で⽔について述べることの意味を「万
物は⽔の⼒で成⽴する」，「⽔は⽣命にも娯楽にも⽇々の⽤にも特に⽋くことのできないもの」
と述べる上に，「⽔は，実に，飲料を提供するだけでなく，⽤に供して無限の要求に応じ，あ
りがたい無償の使い途を提供します。」57とも述べている。ウィトルーウィウスの万物は⽔で
                                                        

52 Anthony Grafton, Leon Battista Alberti: master builder of the Italian Renaissance, Cambridge (US), Harvard University 
Press, 2002 (pbk), p. 273-274. (邦訳：アンソニー・グラフトン著／森雅彦，⾜達薫，⽯澤靖典，佐々⽊千佳訳，『アル
ベルティ イタリア・ルネサンスの構築者』，⽩⽔社，2012, pp. 331-332.) 

53  ウィトルーウィウス , 前掲書  (1969), p. 31. «Partes ipsius architecturae sunt tres, aedificatio, gnomonice, 
machinatio.» 

54 Ibid., pp. 366-367. «Itaque omnes aedificationum perfectines quam habere debeant opportunitatem ratiocinationis, 
septemm voluminibus sunt finitae, insequenti autem de aqua, si quibus locis non fuerit, quemadmodum inveniatur et qua 
ratione ducatur quibusque rebus si erit salubris et idonea probetur explicabo.» 

55 Ibid., pp. 370-371. «Cum ergo et a physicis et philosophis et ab sacerdotibus indicetur ex potestate aquae omnes res 
constare, putavi quoniam in prioribus septem voluminibus rationes aedificiorum sunt expositae, in hoc portere de inventionibus 
aquae quasque habeat in locurum proprietatibus virtutes quibsque rationibus ducatur et quemadmodum item probetur scribere. 
Est enim maxime necessaria et ad vitam et ad delectationes et ad usum cotidianum.» 

56 Ibid., pp. 436-437. «et prioribus septem de aedificiis, octvo de aquis» 
57 Ibid., pp. 368-371. «Aqua vero non slum potus sed infinitas usu praebendo necessitates, gratas quod est gratuita 
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あるという考えは，さらに詳しく説明される。 

 

七賢⼈のうちの⼀⼈ミーレートゥスのタレースは万物の元素を⽔と⾔明し，ヘーラク
リートゥスは⽕，マギーの神官たちは⽔および⽕と⾔明しました；アナクサゴラスの弟
⼦でアテーナエ⼈たちが舞台の哲学者と呼んだエウリーピデースは気および地と⾔明し，
この地が天の⾬を受け受胎してこの世に⼈間とあらゆる動物の胎児を⽣じさせ，そして
地から⽣じたものは時の必然性に強いられて分解された時また⼟に帰り，気から⽣じた
ものも同じく天の⽅⾓に戻り，消え去ってしまうことなく，分解によって変えられても
以前もっていたそのものの特性に落ち着くと⾔明しました。実にピュタゴラース・エム
ペドクレース・エピーカルモスその他⾃然学者哲学者たちは，この元素は気・⽕・地・
⽔(aerem, ignem, terram, aquam)の四つであって，それら相互の結合が⾃然の形態に種類
によって異なる特質を作り出しているのだと提⾔しました。58 

 

ウィトルーウィウスは様々な例を挙げながら，「気・⽕・地・⽔ (aerem, ignem, terram, aquam)」
の四つの元素が万物の源としてすべてのものをつくり，成⻑させると記述している。しかし，
以下に引⽤するように，⾃然学者ならびに哲学者に加えて聖職者の意⾒を考慮に⼊れると，
万物は⽔であるといってよかろうと述べる。 

 

アエギュプトゥスの掟に従って聖職を帯ぶるものは，万物は液 (liquoris) の⼒で成⽴し
ていると主張します。こうして，⽔が⽔瓶に⼊れられて神域あるいは神殿に不穢の儀式
をもって運ばれるとき，彼らは地にぬかずいて両⼿を天に挙げ，この発⾒の感謝を神の
恵みに捧げます。59 

 

そしてさらに万物が⽔であることに加え，⽔が⼈間⾃⾝にとって必須のものであることは⾃
明の理であるとして，⽔は⽣活にとって必要不可⽋なものであるということ，すなわち「⽤ 

(utilitas)」の観点から⽔について述べる必要性があるということである。 

⼀⽅，De re aedificatoria第⼗書第⼆章でアルベルティは，ウィトルーウィウス同様，ターレ
スの「万物は⽔である」という原理を⽰し，⽔の必要性および，その宗教上の重要性につい
て述べる。 

 

必要不可⽋なものが不⾜するのであれば，われわれはそれを⽋かないように前以って配
慮することになろう。⼀体何が必要なものか，については⻑々と再考しなくても明⽩で
ある。すなわち，⾐⾷住と第⼀に⽔。ミーレートゥスのタレースは⼈と物との結合にとっ
て第⼀のものは⽔であると⾔った。60 

                                                                                                                                                                      
praestat utilitates» 

58 Ibid., pp. 365-369. «De septem sapientibus Thales Milesius omnium rerum principium aquam est professus, Heraclitus 
ignem, Magorum Sacerdotes aquam et ignem, Euripides auditor Anaxagorae, quem philosophum Athenienses scaenicum 
appellaverunt, aera et terram eamque e caelestium imbrium conceptionibus inseminatam fetus gentium et omnium animalium 
in mundo procreavisse, et quae ex ea essent prognata cum dissolverentur temporum necessitate coacta, in eadem redire, 
quaeque de aere nacerentur item in caeli regiones reverti neque interitiones recipere et dissolutione mutata in eam recidere in 
qua ante fuerant proprietatem. Pythagoras vero, Empedocles, Epicharmos allique physici et philosophi haec principia esse 
quattuor proposuerunt, aerem ignem terram aquam, eorumque inter se cohaerentiam naturali figuratione e generum 
discriminibus efficere qualitates.» 

59 Ibid., pp. 365-369. «Ex eo etiam qui sacerdotia gerunt moribus Aegyptiorum, ostendunt omnes ers e liquoris potestate 
consistere. Itaque cum hydria aqua ad templum aedemque casta religione refertur, tunc in terra procumbentes manibus ad 
caelum sublatis inventionis gratias agunt divinae benignitati.» 

60 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 305. (p. 881.) «Nunc, siquid ad usus necessitatem deerit, id ne desit provideamus. 
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私は⽔が⾷物のように，温熱と⽣命の⽣活必需品であることを否定しない。それなしで，
しかもいかなる苗を再⽣しようとするのか？このように，もし⽔を奪い去れば地中に⽣
まれ成⻑するものは皆無という状態になると私は思う。61 

 

結婚式，贖罪およびほどんどすべてのこと，要するに神聖な古い典礼では⽔が取り扱わ
れてきた。62 

 

これらのことすべては，われわれの先祖が⽔をいかに評価していたか，を明⽰するもの
である。ところで，あらゆる使⽤に対して⽔が⼗⼆分で過剰なほどでないにしても，適
性を⽋くとは思われない程度に，⼤量の⽔が有ることが，種々の過程で最⼤多数の⼈類
に役⽴ち，また助けにもなっていることを，誰が否定するであろうか？従って，健康に
も病気にも，いわば⽔を⽤いているのであるから，⽔から始めよう。63 

 

『建築⼗書』 および De re aedificatoriaにおいて⽔について記述されることの意図はウィトルー
ウィウスもアルベルティも似たものである。⽔が⼈間にとって必要不可⽋なものであるとい
う「⽤」の観点からの⽔について述べること。これを両者ともそれぞれの著書において必須
⽤件としていた。本章の注 54 や 55 に加えて，下に引⽤するように，ウィトルーウィウスは
第⼋書で記述される内容について，いくつかの箇所で簡便に述べている。第⼋書第⼀章から
第六章までの議論についても，ウィトルーウィウスのもくろみ通りの論述内容と確認でき，
De re aedificatoriaの第⼗章第 2章から第 8章までと対応関係にあるといえるだろう。 

 

この巻においてわたくしは，⽔の性質および種類を，また⽔はどんな⽤途をもっている
か，どんな⽅法で導かれ試験されるかを，できる限り述べた。64 

 

De re aedificatoriaにおける⽔についての書の必要性は，『建築⼗書』との⽐較という点で，
その存在の意味を認めることができるといえる。アルベルティの執筆動機が『建築⼗書』注
解であるならば，De re aedificatoriaのどこかで⽔について記述する必要があったのは間違いな
いだろう。De re aedificatoriaにおいて，⽔についての記述は⼤きく２カ所ある。第⼗書の他に
は第⼀書第四章である。第⼀書第三章から第六章にかけて語られている，⼈間が住み，⽣活
するための場所である「地域 (regio)」を選択するに当たって，どのような地域を選ぶべきか
という記述のなかに第⼀書第 4 章は位置する。地域に存在する⽔が⼈間に悪影響を及ぼす⽔
であるかどうかを調査する必要があるとアルベルティは述べて，それについてはウィトルー

                                                                                                                                                                      
Necessaria quaenam sint, non longius repeto: in promptu sunt : esca vestis tectum et in primis aqua. Aquam Milesius Tales 
principium esse rerum et humanae coniuctionis dixit.» 

61 Ibid., p. 305. (p. 881.) «Ego vero esse aquam animantibus veluti pabulum valoris vitaeque alimentum non negarim. Aut 
quid plantes referam? quid caereta, quibus mortales utuntur ? sic esistimo, quae in terris crescant et coalescant, omnia, si aquam 
ademeris, fore ut futura sint nulla.» 

62 Ibid., p. 305. (p. 881.) «In nuptiis in expiationibus ac ferme omnibus denique in sacris vetustissimo ritu aquam 
adhibemus.» 

63 Ibid., p. 305. (pp. 881-883.) «Quae omnes res indicio sunt, quanti maiores nostri aquam fecerint. Sed quis negarit eius 
copiam multis modis plurimum generi hominum inservire atque opitulari, ut nusquam adesse non modica putanda sit, nisi cum 
affluentissime omnes ad usus abundarit? Ab aqua igitur, quando ea, uti aiunt, per bonam et malam valitudinem utimur, 
ordiemur.» 

64 ウィトルーウィウス, 前掲書 (1969), pp. 422-425. «Quae potui de aquae virtute et varietate quasque habeat 
utilitates quibusque rationibus ducatur et probetur in hoc volumine posui,» 
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ウィウス詳述しているという。つまり，De re aedificatoriaにおける「⽔」についての記述の⼀
部は間違いなく『建築⼗書』第⼋章第三節を念頭に置いたものであることが確認できる。 

 

ただしここで注意すべきは，当の場所で⼈間の健康と⽣業とに有害なものがないという
点である。泉を掘り，試飲し，⽔を熱して⽔中に粘着のものや菌状のもの，また懸濁質
のものが混じっていないかを調べる。それらが原因で住⼈が病気になりかねないからで
ある。例えば瘤や結⽯ができるというような，⽔に原因のある病気については省略し，
さらに少数例の奇異病状についても略すが，それらは建築家ウィトルーウィウスが博学
にも委細もらさず列記しているところである。65 

 

さらにヒポクラテスを例に出し，汚染された⽔の⼈間の健康に与える影響について述べる。
次に引⽤するように，よい⽔質の⽔が⼈間のみならず全ての⽣命に恩恵を与えているかと例
⽰しながら，建設に適した地域を選ぶ時には⽔質を調査し良い⽔が得られるよう配慮するべ
きであるという結論にアルベルティは⾄る。 

 

苗⽊や種⼦といった成⻑するもの，また運動を活発にする⽣命の⼀部が内在するあらゆ
るものを，⽔が養育するということである。そしてこれらの有機物の所産と，その貯蔵
を通じて⼈間は成⻑し，疲労回復もしているということである。もしこのようであれば，
我々が⽣活しようとする地域の⽔質がどんなものを含有するかについて，注意深く検査
するのは全く当然であろう。66 

 

しかし以下の引⽤のように，「⽔」について述べるにあたっては第⼀書第四章ではなく，ふさ
わしい場所が他にあるということをほのめかしている。「⽔」が都市と密接な関係をもってい
ることのみならず，「⽔」が都市の⽋陥の修理・修復に深く関わっていることから，第⼗書に
「⽔」についての記述を組み込んだと考えることはできる。またこのことはアルベルティが
De re aedificatoriaと名付けたことにも関係があるのかもしれない。 

 

古い歴史家たちが⽔について注意している事象を，まだ語ることはできる。それは種々
で驚くべきものであるし，⼈体に良くも悪くもきわめて影響⼒の強い性質のものである。
しかし，それらは少数例であり，教⽰すべきことというより，知識の誇⽰の⽅に役⽴つ
のであろう。また⽔については他の箇所でさらに詳しく論じられよう。67 

 

ウィトルーウィウスは『建築⼗書』において第⼀書から第七書までを«aedificatio»に分類し，
第⼋書を「⽔」について，第九書を«gnomonice» (⽇時計を造ること)，第⼗書を«machinatio» (器
械を造ること) に分類している。『建築⼗書』第九書と第⼗書についてアルベルティは De re 

                                                        
65 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 16. (pp. 37-39.) «Sed in his servandum erit, nequid inde saluti et rebus hominum 

officiat. Aperiendi gustandique fontes, spectandae et ignibus aquae, nequid viscosi mucidi crudulentive in se admixtum habeant, 
quo incolae in morbos incidant. Sino illud, quod aquis fit, ut gutturosi calculosique deddantur; sino et rariora illa aquarum 
miracula, quae et docte et eleganter colligit Vitruvius architectus.» 

66 Ibid., p. 16. (p. 39.) «aqua nutriri omnia, quae coalescant, plantas semina et quibus ea vitae pars inest, quae motu 
vigeat ; quorum fructu et copia reficiantur homines atque nutriantur. Id si ita est, profecto quosnam habeat succos aquarum 
haec, in qua vitam acturi sumus, regio, quam diligentissime scrutari oportet.» 

67 Ibid., p. 16. (p. 39.) «Plura possent de aquis dici, quae veteres hitorici adnotarunt, varia et admirabilia et ad hominum 
genus bene atque male habendum validissima; sed rara illa, et fortassis ad peritiam ostentandam quam ad rem edisserendam 
facerent. Tum et de aquis prolixius suo dicetur loco.» 



第 4章  De re aedificatoria第⼗書解題 

   104 

aedificatoria でほとんど触れておらず，内容的にお互いが⼀致するところはほとんど⾒あたら
ない68。アルベルティは，『建築⼗書』を下敷きにしたというよりも，『建築⼗書』の第⼀書か
ら第⼋書までを下敷きにし，De re aedificatoriaを記述したと考えることができ，De architectura

ではなく，De re aedificatoriaと名付けたとも考えられる。ウィトルーウィウスの⽔が⼈間にとっ
て必要なものであるという記述にアルベルティは共感し，第⼋書だけは De re aedificatoriaで議
論する必要があると考えたというのも不⾃然なことではない。『建築⼗書』は第⼀書から第七
書までと，第⼋書との間に明快な論理的な繋がりをもっておらず，第⼋書は第七書までとは
違い，«aedificatio»という⾔葉では説明することのできないことは確かである。そのこと気付
いたアルベルティは，De re aedificatoriaという書名において⼀貫した論理のもと⽔について記
述するには，«operum instauratio»という書に組み込むことであると考えたのかもしれない。 

最も重要なのは，De re aedificatoria第⼀書から第九書と第⼗書は違う意図を持って記述され
たことが，ウィトルーウィウスの⽐較からも明らかであるということである。第⼀書や第四
書などの補⾜的事項を第⼗書で述べるとアルベルティは De re aedificatoriaで繰り返し書いてい
る。しかし，その第⼗書は「付けたし」という解釈を許すほど，第九書までと完全に切り離
して理解することはできない。そのことは本論を紐解くことにより明らかになるはずである。

                                                        
68 Leon Battista Alberti, L’architettura, op.cit. (1966); Idem., On the Art of Building in Ten Books, op. cit (1988); Idem., 

L’art D’édifier, op. cit. (2004); アルベルティ, 前掲書, (1982)において，『建築⼗書』と⽐較することのできる箇所とし
て注で指摘されているところはそれぞれ 104，88，143，83カ所である。このうち，De architectura libri decem第九書
を参照せよとされている部分は，英，仏訳が 1ヶ所，伊，和訳が 2ヶ所である。第⼗書を参照せよとされている部
分は和訳 3ヶ所，伊，仏訳 4ヶ所，英訳 5ヶ所である。このように，『建築⼗書』の第⼀書から第⼋書までと⽐べ，
第九書，第⼗書からの引⽤回数は圧倒的に少ない。ウルフラムは，『建築⼗書』第九書は，De re aedificatoriaとの⽐
較で語ることはできないとし，『建築⼗書』第⼗書に関しては，第⼆章と第三章が，De re aedificatoria第六書の第六
章から第⼋章までとの⽐較で論ずることが可能と考えている。Hartmut Wulfram, “La posizione dominante che occupa 
il tema dell’aqua nel X libro.”, op. cit. (2007), pp.965-983. 
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第 5 章  De re aedificatoria における第十書の位置づけと「修復」
«instaurare»の意味 −De re aedificatoria 第十書を教皇のローマ復興の手引き書
として，第一書から第九書までを修復の理論書として読む− 

 

 

 

第⼆章，第三章は，第⼀章で提⽰された，De re aedificatoria第⼗書はニコラウス五世による
ローマ復興という⽂脈で読解可能なのかという点を別々の側⾯から考察してきた。第⼆章で
は，«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施設理官に関する法規』1(以下 

«Maestri di Strada (1452)»とする) という教皇庁内⽂書の検討を通じ，第⼗書の内容と«Maestri di 

Strada (1452)»との類似性を指摘した。第三章では De vita ac gestis Nicoai V summi pontificis『ニコ
ラウス五世の伝記』2(1455 年) の著者であるジャンノッツォ・マネッティがニコラウス五世
の都市復興をめぐった建築アドバイザーとしてのライバル関係なのではないかという点を， 

De Secularibus et Pontificalibus Pompis『世俗と教皇庁の式典について』3および「リミニのサン・
フランチェスコ教会堂改修についてのマッテオ・デ・パスティへの⼿紙」4を通して考察して
きた。本章では，前章の第四章での第⼗書解題を基盤としつつ，もういちど De re aedificatoria

に⽴ち返り，第⼗書を教皇のローマ復興についての実践的内容とするならば，第⼗書は De re 

aedificatoria全体でいかに理解され得るのか考察していく。 

 

 

 

第十書の位置づけ ー第一書と第十書ー 
第⼀書では都市の気候条件や⽔環境など，都市環境についての記述が第 3章から第 6章に

かけてみられる。これらは第⼗書とのあいだに⼤きな類似性をもつ。第⼀書第 3 章や第 4 章
では，これ以上の具体的記述は別の書にゆずるとアルベルティは述べているが，それは明ら
かに第⼗書を指している。もう⼀つの関連性は，第⼀書第 8章と第 10章でサン・ピエトロ⼤
聖堂の現状とその修理の必要性について説いていることである。本節は，第⼀書と第⼗書を
⽐較検討することで，De re aedificatoria全体での第⼗書の位置づけを考察していく。 

 

 

                                                        
1 Emilio Re, Maestri di Strada, in « Archivio della Società Romana di Storia patria », 43, 1920, pp. 86-102. 
2 Iannotii Manetti, De vita ac gestis Nicolai quinti summi pontificis, edizione critica e traduzione a cura di A. Modigliani, 

Fonti per la Storia dell’Italia Medievale - Rerum Italicarum Scriptores 6, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 
2005; Giannozzo Manetti, Liber Secundus De Getis Nocolai Quinti Summi pontificis, in Christine Smith and Joseph F. 
O’Connor, Building the Kingdom: Giannozzo Manetti on the Material and Spiritual Edifice, Brepols, ACMRS, 2007, pp. 
362-469. 

3 Giannozzo Manetti, Prefatio Jannocti Manetti de Secularibus et Pontificalibus Pompis ad Dominum Angelum de Acarolis 
Incipit Feliciter, in Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building the Kingdomop.cit. (2007), pp. 303-359. 

4 Leon Battista Alberti, New York, The Pierpont Morgan Library, MA 1734 Lettera di Battista Alberti a Matteo de’Pasti sulla 
Ristrutturazione della Chiesa di San Francesco di Rimini. Roma, 18 Novembre [1454], in Corpus Epistolare e Documentario di Leon 
Battista Alberti, a cura di Paola Benigni, Roberto Cardini e Mariangela Regoliosi, con la Collaborazione di Elisabetta Arfanotti, 
Edizione Nazionale opere di Leon Battista Alberti / Biographica. 2, Firenze, Polistampa, 2007, pp. 254-259. 
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第一書について ーlineamentaー 
第⼀書の概要が把握できるように，便宜的に第⼀書の各章の邦訳タイトルを挙げておく。 
 

第 1章「輪郭線の働きと特性」 
第 2章「建築の起源と基本要因」 
第 3章「地域の選択—気象条件」 
第 4章「地域の選択—地形と⽔質」 
第 5章「地域の選択—住⼈，動植物の様態」 
第 6章「地域の選択—その他の要件」 
第 7章「敷地および図形と線」 
第 8章「敷地の形と造成」 
第 9章「分割の釣合」 
第 10章「壁と円柱の基本特性」 
第 11章「屋根」 
第 12章「窓，出⼊⼝」 
第 13章「階段」 

 

第⼀書は，序⽂で「輪郭線」«lineamenta» (複数主格のかたち。単数主格は«lineamentum»であ
る。本章は，«lineamenta»で統⼀する) という題がふさわしいであろうとアルベルティは述べ
ている。この輪郭線とは，同じく序⽂で次のように説明される。 

 

建築は実に何かある⼀つの⾝体  (corpus) であり，他の諸々も体軀に似て，輪郭線 
(lineamenta) と物質 (materia) とから成っていると思われるが，前者は才能 (ingenium) 
により作り出され，後者は⾃然 (natura) によって産出されるものである。前者には感得 
(mens) と思考 (cogitatio) が，後者には調達 (paratio) と選択 (selectio) が関与する5 

 

輪郭線についての説明は，第⼀書第 1 章まで紙幅を割かれている。アルベルティのいう輪郭
線とは何かということがそこで概ね語られる。 

 

建物はすべて，輪郭線と構造とで構成されている。輪郭線のあらゆる効果と理論を利⽤
するのは，線と⾓とを結合し相互に適合させる正しく⼗分な⼿段を得ようとするためで
ある。そしてこの線や⾓によって建物の眺めは纏められ，限界づけられるのである。従っ
て事実上，輪郭線の働きなり，仕事なりは，建物全体の形と細部形態がまさしく輪郭線
⾃体の中で安定するように，建物と建物の部分に，的確な位置，特定の数値，権威に満
ちた様⼦および快い秩序観を前もって決めることである。また素材に付属するようなも
のを輪郭線は含まない。6 

                                                        
5 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.8. (ラテン語原⽂は，

Leon Battista Alberti, L’architettura (De re aedificatoria), Testo latino e traduzione a cura di Giovanni Orlandi, Introduzione e 
note di Paolo Portoghesi, Milano, Polifilo, 1966, p. 15. 以下，『建築論』の引⽤あるいは参照ページ数の横に () 付きで
併記されたページ数は，このオルランディ版のラテン語原⽂テクストの当該ページとする。)«Nam aedificium quidem 
corpus quoddam esse animadvertimus, quod lineamentis veluti alia corpora constaret et materia, quorum alterum istic ab 
ingenio produceretur, alterum a natura susciperetur: huic mentem cogitationemque, huic alteri parationem selectionemque 
adhibendam» 

6 Ibid., p. 9. (pp. 19-21). «Tota res aedificatoria lineamentis et structura constituta est. Lineamentorum omnis vis et ratio 
consumitur, ut recta absolutaque habeatur via coaptandi iungendique lineas et angulos, quibus aedificii facies comprehendatur 
atque concludatur. Atqui est quidem lineamenti munus et officium praescribere aedificiis et partibus aedificiorum aptum locum 
et certum numerum dignumque modum et gratum ordinem, ut iam tota aedificii forma et figura ipsis in lineamentis 
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従って輪郭線は正確なまた特定の線描であろう。それは知的に構想され，線と⾓とで以っ
て実施され，また教育によって磨きをかけられた天賦の才と，知性とによって完成され
るものであろう。7 

 

以上の引⽤から，建物の輪郭そのものと，建物のかたちが写し取られた図⾯を«lineamenta»は
指していることが概ね理解できよう。翻訳をなした相川浩⽒は「輪郭線と和訳したが，諸説
の多い概念である。ただし設計図とは解し難い。建築を新築するに⾜る全体的纏めの⽅式を
含む概念ではなく，形を図⽰によって明確化しようとしたものと推測される。図⽰のために
諸形態がその輪郭線で把握されたかと思う。」8と述べている。つまり，実在する建築の形態
と，その形態を⽰す平⾯図，⽴⾯図，透視図，模型などが「輪郭線」であるというのが相川
⽒の理解である9。その他，三⽊勲⽒は，«lineamenta»について，「アルベルティにおいて
lineamentumとは，物体の外形を形作る線，すなわち物体が物性として持ち得る線として規定
している」，つまり「いわゆる輪郭線」であるという10。ここでは相川⽒が指摘するような
«lineamenta»がもつ設計図としての意味 −三⽊⽒は「lineamentum の建築設計上の表現媒体
（代理的媒介物）」と述べる− に関しては今後の課題とされて，議論されていない。⼀⽅，
欧⽶の研究を概観してみると，«lineamenta»を訳す場合，その設計図としての意味を強くとら
えている。例えば，ファン・エックは«lineamenta»を«design»と訳すなど，頭の中で展開され
る設計構想と，それが表現された建築図⾯や素描という意味で«lineamenta»を理解している11。
De re aedifcatoriaを初めてイタリア語訳したコジモ・バルトリは，«disegno»と訳しており，それ
はオルランディによる現代イタリア語訳にも引き継がれている。しかし，バルトリの«disegno»

はいま我々が⽤いている， «disegno»や «design»とは⽰す意味が違うため，バルトリが
«lineamenta»を簡単に設計図とだけ解釈していたわけではないことに留意する必要があるだ
ろう12。この点を考慮に⼊れると，«lineamenta»の⽰す意味は，ポルトゲージの«progetto»「設
計」やクラウトハイマーの«definitions»「建築を定義づけるもの」という訳語ぐらい広い意味
でとらえることがふさわしいと思われる 13。ここまでの議論からも明らかなように，
                                                                                                                                                                      
conquiescat. Neque habet lineamentum in se, ut materiam sequantur » 

7 Ibid., pp. 9-10. (p.21). «Haec cum ita sint, erit ergo lineamentum certa constantsque perscriptio concepta animo, facta 
lineis et angulis perfectaque animo et ingenio erudito.» 

8 アルベルティ, 前掲書 (1982), p.345. 
9 相川浩, 「L.B.Albertiの lineaと lineamentumについて」, 『⽇本建築学会論⽂報告集』第 199号, 昭和 47年 9

⽉, pp. 77-84. 
10 三⽊勲, 中川理, 「アルベルティの建築理論における lineamentumの基本的性質について−絵画理論・彫刻理

論における lineamentum とそれに関係する他の概念に関する考えを参照して−」, 『⽇本建築学会計画系論⽂集』
第 674号, 2012年 4⽉, pp. 921-930. 

11 Carolin van Eck, “The Structure of “De re aedificatoria” Reconsidered, in « The Journal of the Society of Architectural 
Historians », Vol 57, No. 3, Sep. 1998, p. 284. 

12 Branko Mitrović, Serene Greed of the Eye, Leon Battista Alberti and the Philosophical Foundations of Renaissance 
Architectural Theory, Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2005, pp. 44-47 ミトロヴィッチは，«Disegno in Bartoli’s translation in 
thus not only a drawing, but the system of spatioal relationships which drawings, the (architectural) spatial idea they convey).» 
と述べている。(Ibid., p. 45.) 

13 Leon Battista Alberti, L’architettura op.cit. (1966), p. 18, Richard Krautheimer, “Alberti and Vitruvius”, The Renaissance 
and Mannerism, Studies in Western Art, Acts of The Twentieth International Congress of The History of Art Vol. 2, Princeton 
University Press, 1963, pp. 42-52. De re aedificatoriaの現代英語訳版は，これらの議論を踏まえた上で，«lineaments»とい
う訳語を基本的には採⽤している。Leon Battista Alberti, On the Art of Building in Ten Books, Translated by Joseph Rykwert, 
Neil Leach, Robert Tavernor, Cambridge, MIT Press, 1988, p. 423. その他オルランディによるイタリア語訳では«il 
disegno», ケイ／ショエによるフランス語訳では，«linéaments», ジオンテッラによるイタリア語訳では« i lineamenti» 
を採⽤している。cf. Leon Battista Alberti, L’art D’édifier, texte traduit du latin, présenté et annoté par Pierre Caye et 
Françoise Choay, Paris, Seuil, 2004, p. 52, Leon Battista Alberti L'arte di Costruire, a cura di Valeria Giontella, Torino, Bollati 
Boringhieri, 2010p. 10. lineamenta 解釈の歴史については，前出のミトロヴィッチの著作を参照。第⼀章と第⼆章が 
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«lineamenta»に固定的な訳語を設定するのは難しく，福⽥⽒は「リネアメントゥム」で統⼀し
ている14。 

アルベルティの感得と思考という語からも想起できるように，«lineamenta»は建築の輪郭
を⽰すだけでなく，建築設計(図) という構想段階をも含んでいることを留意しておかなけれ
ばならない。本章にとって最も重要なのは，スーザン・ラングが「⼨法が付された平⾯図」
“measured ground-plan”とまで限定した意味で«lineamenta»を解釈していることである15。この
解釈はアルベルティが第九書第 3 章において，平⾯の⼨法や⻑さと幅の⽐例から⽴⾯の⼨法
や建物の⾼さを割り出していることから導かれている。平⾯によって建築の形態は規定づけ
られているからこそ，«lineamenta»は平⾯図とまで限定づけられる。平⾯図をもとに建築を構
想するという設計⼿法は，アルベルティが建築を空間の⾃由⾃在な創造としてとらえるので
はなく，実際の建設の過程のように平⾯から⽯を積み上げて成⽴する構築物としてとらえて
いるからであるとラングは結論として述べている。つまり，ラングの読みに従えば，建築の
平⾯こそが建築を規定しているというアルベルティの建築理解を«lineamenta»から読み取る
ことが可能である。ラングの「⼨法が付された平⾯図」という訳は，いくつかの⽂脈ににお
いて，«lineamenta»の訳語としてふさわしくないのは事実である。この点はリクワート／リー
チ／タヴァーナーの英語訳でも批判されている。しかし，アルベルティが建築を規定するも
のとして平⾯を最も重視していたことは理解しうる。 

 

 

 

第一書について ーareaー 
第⼀書第 2章ではアルベルティは次のように述べる。 

 

⼈類は最初にどこか安全な地域(regio)を求め，落ち着く場所(spatium)と，そこで快く実
⽤に適するように⼯夫した床(area)を保持し，さらにその場所そのものを占有した。そし
て様々な家事や私事が同じ場所に重複しないように，ここは⾷事，そこは炉，あそこは
他のように振り当てる，という具合にした。しかし，それだけでなく，太陽と⾬に対す
る覆い(tectum)としての屋根を考え始めた。それに次いで屋根を⽀えるべき壁(paries)を
側⾯につけた—こうして，例えば寒冷な天候や寒⾵に対して⼀層安全であろうとした—
最後に地⾯から上の壁に，出⼊り⼝と窓を開けた。16 

 

                                                                                                                                                                      
«lineamenta»の考察に当てられていて，補遺では，«lineamenta»の De re aedificatoria 中の全⽤例が調査されている。
Branko Mitrović, Serene Greed of the Eye, op. cit. (2005). 

14 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. 147-150: 
pp. 161-162 (注 27). ここで福⽥⽒は「相川浩訳では「輪郭」とするが，それではそれを把握するプロセスまでも含
むと⾒られるこの語の意味を捉えきれないように思われる。訳語は定まらずともアルベルティの定義は⼗分に明確
であるので，ここでは無理に訳語を当てはめることをせず，そのまま⽤いることにしたい。」と述べている。 

15 Susan Lang, "De Lineamentis: L. B. Alberti's use of a Technical Term", in «Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes», Vol. 28, 1965, pp. 331-335. 

16  アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 10. (p. 21). «princioio genus hominum in aliqua tuta regione sibi quaesivisse 
quiescendi spatia et illic inventa area usui commoda et grata constitisse atque situm ipsum occupavisse, ut non eodem loco fieri 
domestica omnia et privata voluerit, sed alibi accubari, alibi focum haberi, alibi alia ad usum collocari; hic adeo coepisse 
meditari, ut tecta ponerent, quo essent a sole et imbribus operti; idque ut facerent, adiecisse deinde parietum latera, quibus 
tavta imponerentur - sic enim a gelidis tempestatibus et pruinosis ventis se futuros tutiores intelligebant -; demum parietibus 
aperuisse a solo in sublimi vias et fenestras» 
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続けて，これをさらに簡潔に以下のように述べている。 

 

建物のすべては，六つの部分から成ることが明⽩である。それは次のものである。地域
(regio)，床⾯(area)，分割(partitio)，壁(paries)，覆い(tectum)，および開⼝(apertio)。17 

 

アルベルティは第⼀書第 2章から第 6章までを地域に，第 7章と第 8章を床⾯に，第 9章
を分割に，第 10章を壁に，第 11章を覆いに，第 12章と第 13章を開⼝に当てている。おお
よそはそれぞれの章の冒頭に付された，地域 (regio)，床⾯ (area)，分割 (partitio)，壁 (paries)，
覆い (tectum)，および開⼝ (apertio)，についてのアルベルティの定義を読めば，その語が指
し⽰すものが了解できるが，«area»だけは理解が難しく，ここで紙幅を割いての説明が必要で
あろう。アルベルティは«area»について次のように定義している。 

 

地域全体の中から，建物に予定された区切られた，ある種の場所が敷地(area)である。18 
 

相川⽒は床⾯と訳しているが，上記のように第 7章では同じ«area»を敷地と訳している。その
他，第⼀書第 7章，8章，第三書第 1章，第七書第 4章，第 14章，第⼋書第 3章，第九書第
3 章，第 6 章などの «area»の⽤法を考慮すると，«area»は敷地，配置，平⾯（図），基礎など
数多くの意味を持つ。しかし，もっとも強調されるべきは，下に引⽤した第⼀書第 8 書から
明らかなように，それが単なる平⾯ではなく，平⾯を区切るために必要な物質的に⾼さをもっ
た基礎壁のようなものに対しても«area»が⽰していることであり，«area»はある種の壁まで包
括する極めて広範な意味を持つことである。19 

 

ところで，壁で築いて⾼所を正確に保持する点で便利である，と基本的に認められてい
る敷地は六⾓形と⼋⾓形である。20 

 

ここでいう「敷地」はある⼟地の上に⼈⼯的につくられた壁による建物の基礎とそれの囲ま
れた部分を指している。さらに，第⼀書第 11章において，屋根について述べるところで， 

 

この建築部分は下の建物にとっては覆いになるが，上の建物にとっては床⾯ (area) とい
うことになる。21 

 

というように，屋根さえも«area»のうちに含まれている。このような極めて多義的な«area»に
ついて，チューディは「«area»は 2重の意味を持っている。⼀つは狭く確かな概念を⽰してお

                                                        
17 Ibid., p. 10. (p. 23). «in promptu est totam aedificandi rem constare pertibus sex. Hae sunt eiusmodi: regio, area, 

partitio, paries, tectum, apertio.» 
18 Ibid., p. 21. (p. 53). «ita et area totius regionis praescriptum et definitum quoddam spatium, quod quidem ad 

aedificium habendum occupatur.» 
19 英語訳版の語彙解説においても，アルベルティのいう area は，建物によって覆われている⼟地，敷地，平

⾯の配置，基礎，平⾯を区切る壁を⽰していると述べている。Leon Battista Alberti, On the Art of Building in Ten Books, 
op. cit. (1988), p. 420. 

20 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 23. (p. 59). «Atqui has quidem in primis comprobant, quas intelligant parietes 
attollere commode ad operis altitudinem recte statuendam, uti ea est, quae sex quaeve octo habeat angulos.» 

21  Ibid., p. 30. (p. 77). «In his ergo illud veniet, ut una inferioribus aedificii menmbris ipsum id opus tectum sit, et 
superioribus item sit area» 
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り，⼀つは曖昧でとらえがたい意味である。前者は，床，壁，屋根といった限定された明確
な建物の各部を表している。もう⼀つは線と⾓によって幾何学的に区切られた場所のように
抽象的な意味を⽰す。」22と述べている。«area»は都市や建築の平⾯と，その平⾯を規定する
ための建築の各部，壁や屋根なども含む語といえる。つまり，平⾯こそが建築や都市を形づ
くる最も重要な要素であるというアルベルティの考えを«area»から読み取ることができる。そ
の解釈は，第⼀書のタイトルでもある«lineamenta»を，ラングが「⼨法が付された平⾯図」と
訳したことにもむすびつく。第⼀書の過半を占める第 2 章から第 8 章までが地域と敷地に割
かれていることは，平⾯の規定が建築を定義するとアルベルティが考えていたのならば不思
議ではない。«regio»と«area»が建築を定義しているのである。その観点からすると，
«lineamenta»を建築の定義と解釈したクラウトハイマーは卓⾒であったといえる23。極めて限
定的な内容しか取り扱われていないように思える第⼀書であるが，アルベルティが建築の平
⾯を建築の第⼀義的な要素ととらえていることがわかる。そして建築は平⾯から 3 次元的に
組み⽴てていくものだというアルベルティの建築構想の⼿法がみてとれる。そしてそれを
«lineamenta»という概念でまとめ上げているように思える。 

この平⾯を第⼀とする考えは，第⼀書第 9章の分割 (partitio) での「地域や敷地について
述べられた前記のあらゆることが，(分割においても) ⾒事に⼀致してくる」24という記述に
も⾒て取れる。これは第⼀書の第 2 章から第 8 章まで述べられてきた地域と敷地に関する記
述が，そのまま分割にも当てはまることを含意している。つまり，都市の平⾯的な構造さえ
しっかり設定できれば，都市の細部である各々の建築平⾯に同じやり適⽤していけばよく，
さらに，平⾯さえ決まってしまえば⾃動的に⽴⾯まで⽴ち現れるというアルベルティの建築
構造の認識が，第⼀書の第 1 章から第 9 章を読むことで明らかになる。この考えは同章の極
めて有名な都市＝建築のアナロジーを語った⼀節でもあらわれている 

 

都市はある種の最⼤邸宅であり，反対に邸宅⾃体はある種の最⼩都市であるとすれば，
どうして邸宅⾃体の構成要素すなわちアートリウム，中庭，⾷堂，柱廊その他は，ある
種の最⼩居宅といえないであろうか？25 

 

次項では，本章の⽬的である，«lineament»という枠組みの中で展開される第⼀書の具体的
な議論と第⼗書の⽐較検討に⼊っていきたい。 

 

 

 

                                                        
22 Victor Plathe Tschudi, “The shapes of space. An interpretation of the term «area» in Alberti’s De re aedificatoria”, in 

Ashes to Ashes Art in rome Between Humanism and Maniera, Edited by Roy Eriksen and Victor Plathe Tschudi, Early Modern 
and Modern Studies I., Roma Edizioni dell’Ateneo, 2006, p. 44. 

23 クラウトハイマーは«lineamenta»についての議論を展開することはなく，簡単に「建築の定義」という訳語を
あてている。定義という⾔葉からして，輪郭線という意味だけでなく，形式や形体や，細部の装飾なども含めた建
築の全体性がそこに込められているのは間違いない。«lineamenta»を建築の定義としてとらえるという解釈はビーア
マンにもとられており，ミトロヴィッチも⼀定の理解を⽰している。 Veronica Biermann, «Ornamentum»: Studien zum 
Traktat «De re aedificatoria» des Leon Battista Alberti, Hildesheum-Zürich-NewYork, Georg Olms Verlag, 1997, p. 120; Branko 
Mitrović, Serene Greed of the Eye, op. cit. (2005), p. 41. 

24 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 26. (p. 77.) 
25 Ibid., p. 26. (p. 77.) «maxima quaedam est domus et contra domus ipsa minima quaedam est civitas, quidni harum 

ipsarum membra minima quaedam esse domicilia dicentur? uti est atrium xistus cenaculum porticus et huiusmodi.» 
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第一書と第十書 ーregio, areaと水についてー 
第⼗書第 1章は地域 (regio) の⽋陥とその対処⽅法ついて述べられている。この記述は第

⼀書第 2 章から第 6 章の地域 (regio) について議論を明らかに念頭に置いている。事実アル
ベルティは第⼗書第 1 章で「有害な気候⾵⼟がもたらす⽋陥については，その箇所で⼗分に
論じた」26と述べ，第⼀書第 3章では「しかし，⾔及した程度は極めてわずかであるので，今
後適宜，論及すべきときに，種々別個に詳論するつもりである」27と述べている。明らかに第
⼀書と第⼗書は，補完的な対応関係にある。両⽅とも特徴的なのは，過去の事例や記録につ
いて紙幅が多く割かれていることである。第⼀書では地域の様相についての歴史的事柄を数
多く引⽤することについて，「過去の特異現象について，たとえそれが少数例であっても，洞
察⼒のある記録を回顧して，細⼼に将来の予測をたてることもまた，当を得た配慮である。」
28とアルベルティは述べている。歴史家によれば，歴史的記録によると，という枕詞とともに，
プリニウスやキケロー，ウィトルーウィウスなどが多数引⽤される。第⼀書では，都市を建
設する時にいかなる⼟地を選択するかという時の判断のために，歴史的事象を引⽤している
が，その内容は気象条件，地形，⽔質，住⼈や動植物の様態，⼟地や⾃然の不可思議な⼒，
など⾮常に多岐にわたる。第⼗書で都市の⽋陥の修復について述べるならば，これに対応し
た項⽬が割かれていてもおかしくない。しかし，第⼗書では地域⽋陥の話はほとんど展開さ
れず，第 1 章の最後にわずかに⽋陥処理の⽅法が歴史的事例の引⽤として語られる。そして
第 2章冒頭で話を急展開させ，「⽔」の記述へ移っていく。アルベルティはここで地域の⽋陥
処理についてはほとんど語っていないといってもいい。第⼗書も第⼀書と同様に建設場所と
なる地域選択についてくれぐれも慎重を期すようにと注意をうながしている。そもそもアル
ベルティは「建築家が不注意に都市を建設した地域であれば，恐らく⽋陥の補正は困難であ
ろう」29，「地域全般に対して⼗分に利⽤できる確かなものをわれわれは持っていない」30と述
べていて，地域の⽋陥処理について論を展開させるつもりがないようにみえる。その他にも，
第⼀書で「気候はどんな⼯夫，⼈出を以てしても，それを適当に改良することはできないと
断⾔されよう。」31といい，第⼗書では「気候を⼈間の何かの技術で改良するのは，天上界に
寛恕を請い，神々の戒めに従って，たとえば執政官の打ち付けた釘のように，時に荒れ狂う
災いをやわらげた，という記録を利⽤するぐらいで，ほとんど不可能だと思われている。」32と
いうように，第⼗書でも第⼀書とほとんど同じことを繰り返しているだけのようにみえる。
つまり，第⼗書は第⼀書と対応関係にあるという議論展開の枠組みを読者に植え付けるため
に，第⼗書第 1章の記述は存在するように思える。第⼀書で地域 (regio) と敷地 (area) につ
いて詳述していることは，都市や建築の平⾯を定めることが建築を定義しているというアル
ベルティの考えに結びついているのではないかと既に指摘した。その意識が第⼗書でも受け
継がれていて，地域の⽋陥処理ついて触れることが，建築の修復の定義と結びついているの
かもしれない。 

第⼗書第 2章に⼊ると，⽔をめぐって詳述されていく。この話題もすでに第⼀書第 4章で
                                                        

26 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 303. (p. 875). 
27 Ibid., p. 14. (p. 33). 
28 Ibid., p. 18. (p. 45). 
29 Ibid., p. 302. (p. 873). 
30 Ibid., p. 303. (p. 877). 
31 Ibid., p. 11. (p. 25). 
32 Ibid., p. 303. (p. 877). 



第 5章  De re aedificatoriaにおける第⼗書の位置づけと「修復」«instaurare»の意味について 
 

   112 

触れられている。そこでは「⽔については他の箇所でさらに詳しく論じられよう」33と，第⼗
書に読者を導くように⽔の性質について述べられている。第⼀書第 4 章とは，第⼗書第 2 章
と第 6章が概ね対応し，第⼗書第 6章でも「第⼀書で⾔及」34というアルベルティの⾔葉をみ
ることができる。第⼀書第 4 章では，⽔が原因によって引き起こされる病気について，少し
触れられているが，「たとえば瘤や結⽯ができるような，⽔に原因のある病気については省略
し，さらに少数例の奇異症状についても略すが，それらは建築家ウィトルーウィウスが博学
にも委細もらさず列記しているところである。」35というように多くは語られていない。⼀⽅
でそれを補うように第⼗書第 2 章では，ウィトルーウィウスの『建築⼗書』第 8 章第 3 節か
らの引⽤が 4つ⾒られる36。第⼗書第 2章は第⼀書第 6章の⽔の性質に関する事項を詳述した
章であるといえるだろう。ここで，⽔について取り上げて詳述することに関しては，すでに
本論の第⼀章，第⼆章で指摘したように，ニコラウス五世のローマ復興と関係する。第⼀書
での議論から，教皇のローマ復興に関する内容を抽出し，それを「修復」として論じるため
であろう。第⼀書での抽象的な議論を，実践反映させるためのアルベルティの巧妙な議論が
ここでみてとれる。 

 

 

 

第一書と第十書 ーサン・ピエトロ大聖堂ー 
まず，第⼀書におけるサン・ピエトロ⼤聖堂についての記述を引⽤しておこう。 

 

ローマにあるペートルスのバシリカで，上記の誤りを明瞭に⽰す不良処理に私は気付い
た。すなわち，おびただしい⼀連の開⼝（柱列）の上に，⾮常に⻑い広⼤な壁（柱廊上
部側壁）を作り，そこに何⼀つ曲線形補強，⽀柱補強を加えていない，という例がそれ
である。またここで考えておきたいのは，この極度に連続した開⼝によって下部に⽳が
開けられ，⽂字通り空中に浮かぶように築かれ，いわば張られたようなこの側壁全体は，
激しく吹く絶え間ない北⾵を孕む形になっていたことである。その結果，当初から絶え
ず吹きつのる⾵のために，六ペース以上も垂直⾯より後退して傾いてしまった。将来い
つの⽇か，軽い⼒が加わったり，ちょっとした振動が作⽤しても，この壁全体が崩壊す
るのは間違いないであろう。中廊の屋根⼩屋組の梁が結合していなかったら，この壁は
⾃らの中に⽣じた傾斜のために，疑いもなく既に倒壊してしまっていたであろう。しか
しこれを建てた建築家は地域と特定の⽴地条件に従い，また神殿の前にそびえる⼭に守
られて，⾵⼒は幾分緩和されると判断したと思うし，彼をあまり強く⾮難したくはない。
ただ，それはそれとして，この壁全体は両側とも補強して当然と考える。37 

                                                        
33 Ibid., p. 16. (p. 39). 
34 Ibid., p. 317. (p. 877). 
35 Ibid., p.16 (p. 37) 
36 Ibid., p. 306. (pp. 875-77). それぞれ，『建築⼗書』第⼋書第 3章第 14節，第 15節，第 22節，第 23節からの

引⽤である。『ウィトルーウィウス建築書』, 森⽥慶⼀訳注, 東海⼤学出版会, 1969, pp. 394-405. 
37 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 29. (p. 75). «Atqui adverti in basilica Petri Romae, id quod res ipsa prae se fert, 

dactum inconsultissime, ut supra crebras et continuatas apertiones praelatum parietem ducerent nullis flexis lineis 
corroboratum, nullis fulturis communitum; quodve considerasse oportuit, totam ipsam alam parietis nimium frequenti 
apertione suffossam perquam sublimem tetendit, posuitque, ut impetuosissimis aquilonibus excipiendis extarent. Quo factum 
est, ut iam tum primum assidua ventorum molesia pedes plus sex ab perpendiculi rectitudine in pronum cesserit; neque dubito 
futurum, ut olim levi appulsu modicove motu corruat. Quod ni trabeationibus tevtorum contineretur, procul dubio sponte sua 
iam inchoata obliquitate rueret. Sed architectum est ut minus vituperem, quandoquidem loci et situs necessitatem sectus satis 
se a ventis tutum fortassis putavit montis obiectu, qui quidem templo praestat. Mallem tamen totas illas hinc atque hinc alas 
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これは，第⼀書第⼗章の 壁 (paries) についての議論の最後にアルベルティによって語られ
ている。このサン・ピエトロ⼤聖堂の⾔及は唐突な印象を与えるのだが，その記述の直前に
アルベルティは以下のように述べている。 

 

このうち，どれか⼀つを誤って，⼿法と型から要求される⼨法よりも壁を薄すぎたり，
厚すぎたり，⾼すぎたり，低すぎたりしてしまった場合，その時は壁を削ることのでき
る誤りの⽅が，付加しなければならぬ誤りよりも，まだしも無難だと思う。ここで事物
に処して慎重であるよう，構造上の誤りに⾔及しておくのも有益であろう。確かにあら
ゆる誤りを制することは第⼀の功績であるから。38 

 

アルベルティが壁の⽋陥のうち，壁が薄く⾼すぎる例としてサン・ピエトロ⼤聖堂をあげて
いることがわかる。サン・ピエトロ⼤聖堂の壁体修理は第⼗書第 17章で述べられている。第
16章からは壁の⽋陥とその修理についての話が展開されている。ここで，壁の⽋陥について
アルベルティは以下のように述べる。 

 

壁の⽋陥の原因で明⽩なものは，次のようなものである。例えば薄すぎる場合，結合が
不適切な場合，開⼝部が多く危険な場合，最後に⾻組みが嵐の破壊⼒に対して⼗分に対
抗し得ない場合である。39 

 

アルベルティは壁の⽋陥についてが薄い，開⼝部が多いなど構造的に弱い場合のみを指摘し
ている。第⼀書では，アルベルティは壁が厚いという⽋陥もあることを指摘していることか
ら，⽋陥についての⾔及はより広かった。ここでも，第⼀書の議論を踏まえながら，巧妙に
議論の対象とする範囲を狭めている。壁が薄く構造的に弱いという議論から，サン・ピエト
ロ⼤聖堂の壁の修理にまでは，寄り道することなく，修理⽅法が実践的に詳しく語られる。
この壁の修理についての記述を⾒ても，第⼗書が，第⼀書の内容を踏まえながら，教皇のロー
マ復興という⽬的に沿って，実践的な内容をまとめた書であることが明らかになる。 

 

 

 

 

 

第十書の位置づけ ー第四書と第十書ー 
第⼗書第3章からアルベルティは話題を変えて治⽔⼯事や導⽔管⼯事の内容について述べ

ていく。第⼗書第 2 章で⽔をめぐる議論にアルベルティは読者を引っ張り込み，それが第⼀
書の延⻑線上にあることをわれわれに⽰す。そして，第 3章の冒頭では， 

 
                                                                                                                                                                      
obfirmatiores esse.» 

38 Ibid., p. 29. (p. 73). «Cumque in vitio utrunque sit, parietem et tenuiorem et crassiorem et demissiorem et sublimiorem 
fecisse, quam ratio et modus postlut, malim tamen peccare in partem hanc, ut demi possit, quam ut addi oporteat. Hic iuvabit 
et vitia etiam non praeterire aedificiorum, quo ad rem simus cautiores. Prima enim laus est carere omni vitio.» 

39 Ibid., p. 339. (p. 987-89). Causa in pariete prompta erit haec: puta, ubi sit plus satis gracilis, ubi sit nexuris non 
commodis, ubi apertionibus referctus nocuis, ubi denique ossa contra iniurias tempestatum non satis munita sint.» 
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さて，⽔に関して⼯事 (opus) をすべきことは四種ある。すなわち発⾒ (invenio)，導⼊ 
(duco)，選択 (seligo) および貯⽔ (asservo) 。これらについて述べなければならない。40 

 

と述べて，ここから⽔に関する⼯事 (opus) が話題になる。第⼗書第 4章と第 5章が発⾒，第
6章が選択，第 7章が導⼊，第 8章が貯⽔について論じられている。第三書，第四書，第五書
は同様に⼯事 (opus) をめぐって議論されていた。つまり，第⼗書第 1章，第 2章が第⼀書と
の関連で，第 3 章以降は第三書，第四書，第五書との関連で語られていると考えられる。と
りわけ第四書は都市という⽂脈において，また第⼀書との連関という点でも第⼗書との結び
つきが強い。第⼗書の第 3章から第 8章および第 10章から第 12章までは，第四書との関連
で語ることができるだろう。 

 

 

 

第四書と第十書 ーincommoditasー 
第四書第 7章と第 8章では第⼗書の記述を参照するようにうながすアルベルティの記述を

みることができる。 

 

道路の理が河などに⼗分に適応されない場合が，⼈間の使⽤上，仮に起これば，その時
は⼿と技とで，偶然に⽣じた⽋点 (vitium) を改め，⽋ける点を便利 (commoditas) なよ
うに補うことになろう。それらに関しては，いずれ別に論究するだろう。41 

 

この⼯事は港の改良と⽯堤構築の⽅法に関係する。それに関するところで論じる予定で
ある。42 

 

第四書は，”universorum opus” というタイトルであり，相川⽒は「公共施設」と訳している43。
第⼀書と同様に，第四章も便宜的に各章の邦訳タイトルを記しておく。 

第 1章「公共施設の分類」 
第 2章「都市の⽴地条件」 
第 3章「都市の外周」 
第 4章「周壁の構造」 
第 5章「道路」 
第 6章「橋」 
第 7章「下⽔渠」 
第 8章「港」 

第四章で扱われるのは都市の⾻格となる，周壁や，道路や⽔道といったインフラ設備であ
る。アルベルティは，第四書第 2章で次のように述べる。 
                                                        

40  Ibid., p. 307. (p. 887). «Quattuor igitur circa rem aquariam sunt, quae ad opus faciant: ut invenias, ut ducas, ut seligas, 
ut asserves. De his nobis dicendum est.» 

41 Ibid., p. 117. (p. 365). «Quod siquid acciderit, ut hominum usibus ista haec minus suppeditent, erit tunc ut manu et 
arte quae forte offenderint vitia emendatur, et quae desint commoditas parentur; quarum rerum suo tractabitur loco ratio.» 

42 Ibid., p. 118. (p. 887). «Nam eorum quidem ratio ad portum emendandum molemque ducendam pertinet, quae suo 
dicentur loco.» 

43 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 8. オルランディは «opere di carattere universale», リクワート／リーチ／タ
ヴァーナーは«Public Works», ケイ／ショエは«Construction des ouvrages destinés à tous», ジオンテッラは «Le opere 
pubbliche»，と訳している。順に以下参照。Leon Battista Alberti, op. cit. (1969); (1988); (2004); (2010). 
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第⼀書でみてきた不都合 (incommoditas) が，あらゆる点で起こらないように，また⽣活
の経済的な⾯に必要な諸物を，何⼀つ⽋かないように都市がなっていなければならぬ，
と我々は確認しようと思う。44 

 

君がどこに都市を置こうと，その利点  (commoditas) のすべてを確保し，⽋点 
(incommodum) をなくすように企画せねばならない。45 

 

このアルベルティの意識は第四書全体にわたって⾒られる。つまり，第四書は市壁，道路，
橋，下⽔渠，港の各々の項⽬について，アルベルティによって，«vitium»や«incommodum» (あ
るいは，«incommoditas») という語で表現されている，⽋点や⽋陥のないように，あるいはそ
れを取り除くために計画し，⼯事するための⼿法について述べられている。これは，本論の
第⼀章で指摘したように第⼗書も同様である。第⼗書では⽔道，川，運河，港の修理に議論
が限定されている点に関しては，本論で何度も述べるように，ニコラウス五世によるローマ
復興の実践的内容という第⼗書の⽬的から理解されうる。 

ただ，«vitium»や«incommoditas»が何を意味しているのか明らかにする必要があるだろう。 
«incommoditas»は«commoditas»の対義語であり，De re aedificatoria 第四書および第五書が 

«commoditas» という原則に従っているという点はこれまでも指摘されてきた46。ショエは，
第四書と第五書は建築の«commodité»の理論化と指摘している。ファン・エックは，第四書と
第五書は，クラウトハイマーがいうような，ウィトルーウィウスの«utilitas»をなぞった記述と
いうわけではないことをまず指摘する。そして，アルベルティが第四書と第五書で，聖と俗，
公と私，都市，港，神殿，バシリカ，路，橋，都市邸宅，別荘，と様々なビルディングタイ
プに分類しながら建築を論じていることに着⽬する。そして，第四書と第五書が「社会分類
の原則」に則っていると指摘する。それぞれのタイプによって⽤途，機能，構造が違えば求
められるものも違うのは当然であり，建築が社会の⽬的に適合するために«commoditas»とい
う視点から第四書と第五書が論じられていることが確認できる。つまり，第四書と第⼗書は
都市の«commoditas»という観点で⼤きな結びつきがあると思われる。 

 

 

 

第四書と第十書 ー«commoditas»，«decor»という「適切さ」をめぐってー 
アルベルティの⽤いる «commoditas» は「便利」という意味を表す場合もあるが，基本的

な意味は「適切さ」もしくは「妥当性」と考えられる47。«commoditas»は，ウィトルーウィウ
スの«decor»から派⽣しており，根幹には適切さというアルベルティが建築において最も重要
                                                        

44 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 100. (p. 277.) «Itaque esse oportere urbem statuimus eiusmodi, ut incommodorum 
omnium, quae primo recensuimus libro, nulla omnio adsint, et siquae res ad vitae frugalitatem optentur, nullae desint.» 

45 Ibid., p. 101 (p. 279). «quocunque ponas urbem loco, conandum, ut istorum omnis commoditatis sit particeps, 
incommodis vacet.» 

46 Françoise Choay, La règle et le modèle: sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme, Seuil, 1980 (1996, nouvelle édition 
revue et corrigée), pp. 90-170; Carolin van Eck, “The Structure of “De re aedificatoria” Reconsidered”, op. cit. (1998). 

47 «commoditas»は序⽂で 1例，第⼀書で 6例，第⼆書で 2例，第三書で 2例，第四書で 12例，第五書で 10例，
第六書で 6例，第七書で 4例，第⼋書で 0例，第九書で 4例，第⼗書で 3例，合計で 50例⽤いられている。形容
詞形の«commode»は，序⽂で 0例，第⼀書で 5例，第⼆書で 7例，第三書で 7例，第四書で 3例，第五書で 15例，
第六書で 5例，第七書で 5例，第⼋書で 3例，第九書で 4例，第⼗書で 6例，合計で 60例⽤いられている。 
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視した意味があると思われる。アルベルティは«decor»という語を De re aedificatoriaではほとん
ど⽤いていないが， «decere»，«decens»，«decus»，などは「ふさわしさ，形式と意味の⼀致」
を意味するものとしてよく⽤いている48。これらに加え，«convenire»や«commoditas»という「都
合がよい」を意味する語も«decere»という⾔葉と同じ意味で頻繁に⽤いられていると指摘され
ており，多義的なウィトルーウィウスの«decor»という概念をアルベルティは理解していたと
考えるのが⼀般的である49。 

ここで，ウィトルーウィウスのいう«decor»について簡単に述べておく。ウィトルーウィウ
スはデコルについて，「デコルとは，建物が是認された事物によって権威を持って構成され，
⽋点なく⾒えることである。デコルは，定則（中略）あるいは慣習あるいは⾃然によって成
就される。」50と述べている。⼀般的に«decor»は「適切な外観」という意味であり，「形式と
内容の⼀致」，「かたちとかたちが伝えるものの⼀致」をあらわすものと考えられている51。ウィ
トルーウィウスの«decor»の⽤法であれば，その⼀般的な«decor»の意味は「定則および慣習に
よる«decor»」である。⽬で⾒て判断される適切さであり，視覚的適切さとでもいうことがで
きるであろう。建築に関しては，その外形や形態，あるいは装飾の適切さを表していると考
えられる。しかし，ウィトルーウィウスのもうひとつの«decor»である，「⾃然の«decor»」は
「視覚的な適切さ」では説明がつかないものである。「定則および慣習による«decor»」は視覚
的に認知される問題であるので，建築の場合であるならばその形式や外形について論じられ
ているのに対して，「⾃然の«decor»」は， 

 

⾃然のデコルは，寝室や書斎に東から，浴室や冬室に⻄から，絵画室および⼀定の光線
を必要とする室には北から，光が採られる場合にも存在する。それは北天の⽅⾓が太陽
の運航によって明るくなったり暗くなったりすることなく，⼀⽇中常に⼀定不変だから
である。52 

 

と説明される。アルベルティが«commoditas»について述べた以下の⽂章は，上に引⽤した，
ウィトルーウィウスの「⾃然の«decor»」についての記述に類似するものである。 

 
                                                        

48 以下のわずか 3例が，«decor»が⽤いられている例である。アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 24. (p. 61).「この
構造体は⾒た⽬にも快く，きわめて堅固で，同時に経済的配慮を持って作られたものである。」 «deditque operam 
componendis lapidibus, ut structurae servata parsimonia decorem afferret.» Ibid., p. 167. (p. 469)「あらゆるものの分割が以
上の諸点に合致しておれば，その場合には諸々の装飾の快さや適切さは正しく保たれるであろうし，また同様に⼀
層明確に⽬⽴ち始める。」«Nam, cum his quidem si bene convenerit partitio omnis, illic ornamentorum iocunditas et decor 
cum recte constabit tum clarius elucescet» Ibid., p. 191. (p.545)「またすべてのものが優美な装飾の⽅に役⽴つのか，ある
いは永遠の持続により多く役⽴つのか判断しがたいほどにである。」«eademque ad gratiamne magis decoremque an ad 
aeternitatis perpetuitatem faciant.» 

49 ⾶ヶ⾕潤⼀郎, 『盛期ルネサンスの古代建築の解釈』, 中央公論美術出版, 2007, pp.252-55. アルベルティの 
«decor» (あるいは，«decorum») に関する研究では， John Onians, Bearers of Meaning -The Classical Orders in Antiquity, the 
Middle Ages, and the Renaissance-, Princeton University Press, 1988; Alina A. Payne, The Architectural Treatise in the Italian 
Renaissance - Architectural Invention, Ornament, and Literary Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 1999; 
Hans-Karl Lücke, “Alberti, Vitoruvio e Cicerone”, in Leon Battista Alberti, a cura di Joseph Rykwert e Anne Engel, 
Olivetti/Electa, 1994, pp.70-95.アルベルティは De re aedificatoriaにおいて，«decor»という⾔葉はほとんど⽤いていない
が，確かにウィトルーウィウスのそれを継承したものであり，キケローの著作，『義務について』(De offciis) にも⼤
きな影響を受けている。特に，オナイアンズやルッケはキケローの影響を重要視している。 

50 ウィトルーウィウス,『ウィトルーウィウス 建築書』, 森⽥慶⼀訳注, 東海⼤学出版会, 1969, pp. 24-25. 原⽂
は以下。«Decor autem est emendatus operis aspectus probatis rebus compositi cum auctoritate. is perficitur statione, ... , seu 
consuetudine aut natura.» 

51 John Onians, Bearers of Meaning, op.cit. (1988), pp. 36-40. 
52 ウィトルーウィウス, 前掲書 (1969), p. 29. 
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窓を通して家の中にどんな⽇射が⼊るかということ，および部屋の便宜 (commoditas) 
に合わせて窓を⼤きくとるか，狭めるかという点での予測が必要である。例えば夏⽤の
部屋について，それがもし北向きの部屋であれば，各⽅向へ⼤きな窓をとり，もし南向
きで⽇射を受ける部屋であれば，できるだけ低く控えめに窓を配して纏めることになろ
う。というのも，実に南向きで⽇の当たるところでは絶えず輝く太陽は⼗分であり，⼈々
は光よりも陰の多い⽅を好むため，⽇光は軽く受け⼊れたいのであり，⽇射の室内の軌
道は⼩さめにしたいからである。反対に，冬⽤の諸室では，窓が開放的であれば⽇射を
受け⼊れられよう。53 

 

アルベルティの«commoditas»は明らかに「⾃然の«decor»」の影響下にある。その«commoditas»

はウィトルーウィウスの三原則の強・⽤・美の「⽤」，«utilitas»に由来するとも⾔われるが，
それよりも«decor»の影響が強いように思われる。 

また，アルベルティの«commoditas»は「健康」という概念にも強く影響を受けている。ア
ルベルティは第⼀書第 1章で，次のように述べる。 

 

特定の意図された⽤途に対して妥当 (commoditas) であり，なかんずくきわめて健康的 
(salubris) であること。堅固と耐久性については，変質せず堅くまた⼗分に永続性を持つ
こと。快と優美については，好ましく構成され，いわばあらゆる部分が飾りつけられて
いること。54 

 

それは最も適当 (commoditas) な地域を選択し，最も健康的 (salubris) に暮らすためで
ある。55 

 

アルベルティはここで，«commoditas»は«salus»「健康」を⽬的とするものであり，建築にとっ
て⽋かせない要素であることを主張している。このアルベルティの主張は第四書や第四書の
議論の延⻑線上にある第五書でもあらわれる。 

 

都市そのものを，いわば明⽰するように，⼭の背の⾼所に設けることは，威信，優美の
点から，また第⼀に健康 (salus) と⾃衛のために有利である。56 

 

住宅は都市のごく⼩さいものであると述べた。従って住宅を構成するあらゆるものを，
都市構築に関するものと，ほぼ対等に考えてよかろう。すなわち，できる限り健康的 
(salus) であり快さを保ち，便利さ (commoditas) を備えると共に，⽣活を平和に静かに
また⽴派に送るのに役⽴つ，といった点である。57 

                                                        
53 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 32. (p. 83). «qui soles penetraturi inde intra aedes sint, et pro diversorii commoditte 

habendae apertiores aut arctiores fenestrae sunt. Nam aestivis diversoriis aut vastas quaquevesus, si erunt illae quidem 
septentrionales, aut, si erunt meridianae solibusque obiectae, infirmas et modicas posuisse apertiones conferet, quandoquidem 
illae expeditiores auras excipiant, hae minoribus radiorum circulis offendantur; et satis habebit assiduo circunfulgente sole 
luminum is locus, in quo magis umbrae gratia homines quam luminum convenerint. Contra hibernis in diversoriis fenestrae 
directis solibsus patebunt, ...» 

54 Ibid., p. 11. (p. 25). «singula ad certum destinatumque usum commoda et in primis saluberrima; ad firmitatem 
perpetuitatemque integra et solida et admodum aeterna; ad gratiam et amoenitatem compta composita et in omni parte sui, ut 
ita loquar, redimita.» 

55 Ibid., p. 11. (p. 27). «quo regiones commodissimas deligere et saluberrime possimus degere» 
56 Ibid., p. 102. (p. 279). «Ipsamque urbem superbo, uti loquuntur, montis dorso statuisse, cum ad dignitatem tum ad 

amoenitam tum et in primis ad salubritatem atque salutem conferet.» 
57 Ibid., p. 143. (p. 399). « Domum alibi esse urbem diximus. Ferme igitur aeque omnia in ea astruenda considerasse 
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従って都市では，市⺠のようにも好都合で，かつ威信と健康 (salus) を保つものであれ
ば⼗分である。58 

 

⼀⽅，アルベルティは第⼗書第 1 章において，第⼗書で議論していくことは，「⼿で直し
て⼀層適切 (commoditas) になしうるもの，また第⼀に公共的なもの」59であると述べる。そ
して都市の⽋陥とその対処法について述べていくという。そして，その都市の⽋陥は以下の 3

点ような場合だという。 

 

たとえば敵の不時の侵⼊に対して安全性が⼗分といえなかったり，不健康 (salus) にす
ぎるか，また実⽣活に役⽴つもの (usus) が豊富に供給されないかである。60 

 

アルベルティは特に後者の 2 点について第⼗書で重点的に述べていく。⼈間が健康的に暮ら
していくための⽔の性質の⾒極め⽅や，⽤途に合った⽔の選び⽅と供給⽅法，そして，⼈間
⽣活が便利であるように，物資を運搬するための河や運河の整備⽅法が紙幅を割いて述べら
れる。第⼗書は，まさに第四書で議論されているような，«commoditas»と«salus»をめぐった
議論を受け継いでいるのである。 第⼗書は，第四書での内容から⽔道，川，運河，港の修理
に議論が限定されている点に関しては，本論で何度も述べるように，ニコラウス五世による
ローマ復興の実践的内容という第⼗書の⽬的から理解されうる。 

アルベルティは，「何ができるかというより，むしろ何が相応 (decet) かという点を，か
なり⼤切に考えねばならぬ」61，「建築における，なかんずく第⼀の賞賛は，どれほど適切 

(decet) かと⾔うことに関する優れた判断である。」62と De re aedificatoriaで述べている。その
適切さの⼀翼を担うのが，«commoditas»であり，その建築の適切さについて述べられた第四
書が第⼗書と結びつくということは，⼤きな意味をもつ。しかし，«decor»の意味は，
«commoditas»には含まれない，⽬で⾒て判断される適切さであり，視覚的適切さという意味
も含んでいることを忘れてはならない。そのためには，«vitium»という語の意味を明らかにす
ることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

建築の欠陥«vitium»をめぐる議論としての De re aedificatoria ー第一書と第九

                                                                                                                                                                      
oportebit, quae circa opus pertineant: ut sit salaberrima, habeat oportunitates, praestet commoditates, quae ad vitam faciant 
pacate tranquille atque laute agendam.» 

58 Ibid., p. 154. (p. 431). «Sat iccirco est, si quae ad usum civilem oportuna sunt, intra urbem cum dignitate et salubritate 
praestantur.» 

59 Ibid., p. 302. (p. 873). «Nos ea prosequamur, quae recte reddi manu possint commodiora; ac primum quidem publica» 
60 Ibid., p. 302. (p. 871). « Nam aut contra repentinas hostium excursiones erit non satis tuta, aut caelo erit immiti et 

parum salubri et quae ad usum faciant non abunde suppedotabunt.» 
61 Ibid., p.40. (p. 103.) «Accedit quod non modo quid queas, verum et quid deceat, non in postremis considerandum est.» 
62 Ibid., p.296. (p. 855.) «de re enim aedificatoria laus omnium prima est iudicare be ne quid deceat» 
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書ー 
«vitium»は De re aedificatoria全体を通してよく使われる語で，材質や構造，装飾など建築に

関する⽋陥全般に対して⽤いられる。序⽂で 0例，第⼀書で 9例，第⼆書で 6例，第三書で 8

例，第四書で 1例，第五書で 5例，第六書で 2例，第七書で 2例，第⼋書で 0例，第九書で
13 例，第⼗書で 27 例，合計で 73 例⽤いられている。第⼗書では，«vitium»は，以下のよう
に頻⽤されるため，«vitium»についての理解が第⼗書解読にも⽋かせない。 

 

改築すべき⼯事の⽋陥 (vitium) を次に論究するとすれば，⼈の⼿で改められる⽋陥 
(vitium) が⼀体何か，どんなものか，ということを考えねばならない。例えば医者が多
くの場合，病状の認知に基づいて薬剤を定めるのと同様である。公私とも同様であるが，
建築物の⽋陥 (vitium) は，⼀つには建築家によって，あたかも植え付けられ発⽣させら
れたようなものが有り，他には外から持ち込まれたものが有る。またさらに，これらの
うち，あるものは⼯夫や技術で修復可能であり，他のものは完全に修理 (emendare) 不
可能である。63 

 

しかし外の原因による⽋陥 (vitium) はすべて，改修不可能というのではない。また建築
家に起因する⽋陥 (vitium) が常に修理可能なものという訳でもない。根本的な⽋点や，
あらゆる部分で完全に形を損じているものは修理を受けつけない。またすべての線を消
して，やり直さねばならないような⽋陥を持つものであれば，同じく取り壊して新しく
作った⽅が修理よりましである。64 

 

 

 

vitiumとは ー第九書での記述ー 
とりわけ第九書第 8章から第 11章にかけての記述は，アルベルティの«vitium»を⽰す上で

外せない。少し⻑いが引⽤しておく。 

 

次には，全般的な注意を簡潔に集めておこうと思う。それは規則のように，全装飾と美
の提⽰に際し，同じくすべての建築的事物 (res aedificatorius ) において尊重されねばな
らない。集約的に，いわばエピローグとして述べるといっておいたことに，取り掛かる
訳である。われわれは不格好からくるすべての⽋陥 (vitium) を特に取り除くべきである
といったから，その点できわめて重要な⽋陥 (vitium) から，まず明⽰しよう。⽋陥 
(vitium) のうちあるものは判断の選択におけるように，熟考や知恵によって⽣れ，ある
ものは⼿細⼯の作品のように⼿によって⽣まれる。配慮や判断の誤り (error)，さらに最
初に犯した過失 (peccatum) はその性質上，時間的にも⼀層重⼤であり，⽣じてしまっ
た過失 (peccatum) は後からでは補正し難い。それ故，この点から始めよう。65 

                                                        
63 Ibid., p. 301. (p. 869). « Si de operum vitiis emendandis deinceps disputandum est, considerasse oportet, quaenam ea 

quidem et qualia sint vitia, quae manu hominum emendentur. Sic enim et physici arbitrantur maximam remediorum partem ex 
morbi cognitione pendere. Aedificiorum vitia cum publicorum tum privatorum alia ab architecto sunt veluti insita atque innata, 
alia importantur aliunde; et rursus horum alia emendari arte possunt et ingenio, alia penitus ementadi nequeunt.» 

64 Ibid., p. 302. (p. 871). « Sed non omnia, quae importantur aliunde, vitia talia sunt, ut emendari nequeant; neque ab 
architecto si quod aderit vitium, tale sempre erit, emendari ut queat. Corrupta enim funditus et omni ex parte penitus 
depravata emendationes non suscipiunt. Quae possunt meliora, ea quidem non emendantur magis quam, ut nova illic facias, 
demoliutur.» 

65 Ibid., p. 291. (pp. 839-841). «Sequitur ut summas et breves quasdam admonitiones colligam, quas veluti leges cum in 
tota exornatione pulchritudinumque comparatione tum et in tota re aedificatoria observasse necesse est. Faciet etiam ad ipsum 
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この記述は，「エピローグ」という⾔葉も⾒られるように，第九書第 8章から第 11章は De re 

aedificatoriaの結論部とされ，De re aedificatoriaを第⼀書から第九書までを理論だった⼀冊ととら
え，第⼗書を付け⾜りと解釈する根拠の⼀つとなってきた。しかし，これまで⾒てきたよう
に，第⼗書は決して付け⾜りなどではありえず，「エピローグ」としての記述が第九書の最後
に付記されていることは，第⼀書から第九書までが第⼗書と有機的に結びついていることを
⽰す記述であるとむしろ解釈すべきである。その点を明らかにするのが，«vitium»という語で
あると考えられるのである。 

先の引⽤⽂では，«vitium»の他に，«error»と«peccatum»が同様の意味で⽤いられている。
この 3つの語に意味の違いがあるか検討しておきたい。«peccatum»は«pecco»を含めても，De re 

aedificatoriaのなかで 5例しかない。既に挙げた例以外には次のように⽤いられる。 

 

これらの事例において誤り (peccatum) が発⾒される場合があったが，その時は，どん
な⽅法で修正更新できるかを調べてきた。66 

 

このうち，どれか⼀つを誤って (vitium)，⼿法と型から要求される⼨法よりも壁を薄す
ぎたり，厚すぎたり，⾼すぎたり，低すぎたりしてしまった場合，その時は壁を削るこ
とのできる誤り (pecco) の⽅が，付加しなければならぬ誤り (pecco) よりも，まだしも
無難だと思う。ここで事物に処して慎重であるよう，構造上の誤り (vitium) に⾔及して
おくのも有益であろう。確かにあらゆる誤り (vitium) を制することは第⼀の功績である
から。67 

 

ここで私は古代の格⾔を想起したものである。すなわち，完備は皆無と同じく過度であ
ると。しかしともかく，この⼆種の誤り (pecco) の中で⼀つを犯せ，と命じられれば，
私は豊富な⼈⼝を収容しえないものよりも，むしろ増⼤した⼈⼝をきわめて都合良く収
めうる⽅を選びたい。68 

 

これらの事例から，«vitium»と«peccatum»ほぼ同じ意味で⽤いられているといえる。例が少な
いこともあるが，この 2つの語に明確な違いを⾒出すのは難しい。⼀⽅の«error»は«errratum»

を含め 16 例⽤いられている。その中から，同じ⼀節の中で，«vitium»と«error»が近接して⽤
いられている例を以下に挙げる。 

 

作者の誤り (vitium) あるいは⻑い年⽉の浸⾷による建物⾃体の⽋陥 (errore) およびそ
の改修と更新について69 

                                                                                                                                                                      
id, quod pollicebamur nos veluti epilogum collecturos. Principio quidem, quod vitia omnia deformitatis longe fugienda fore 
diximus, vitia idcirco praesertim gravia in medium proferemus. Vitiorum alia ex consilio ac mente, uti iudicium electio, alia ex 
mani, uti ea, quae fabrili opere tractantur. consilii iudiciique errores, atque peccata priora, sunt natura sui et tempore atque in se 
magis graves atque item post commissum peccatum caeteris longe minus emendabiles. Ergo ab his ordiemur.» 

66 Ibid., p. 9. (p. 15). «Cumque in his omnibus peccata interdum offenderentur, investigavimus quo pacto emendari 
instarurique possent.» 

67 Ibid., p. 29. (p. 73). «Cumque in vitio utrunque sit, parietem et tenuiorem et crassiorem et demissiorem et sublimiorem 
fecisse, quam ratio et modus postlut, malim tamen peccare in partem hanc, ut demi possit, quam ut addi oporteat. Hic iuvabit 
et vitia etiam non praeterire aedificiorum, quo ad rem simus cautiores. Prima enim laus est carere omni vitio.» 

68 Ibid., p. 105. (p. 291). «Hic ex vetere proverbio illud probarim, quod aiunt : omnia ut nihil nimis ; aut, si in alteram 
peccasse partem iuvet, hanc malim, quae adauctum civium numerum percommode possit excipere, quam quae suos honeste 
non capiat.» 

69 Ibid., p. 95. (p. 15). «postremo de istorum vitiis, quae aut opificis errore aut temporum iniuria facta sint, emendandis 
atque instaurandis transigemus.» 



第 5章  De re aedificatoriaにおける第⼗書の位置づけと「修復」«instaurare»の意味について 
 

 121 

ここにあるのは無知に共通した過誤 (vitium) で，無知を意識しない単なる公⾔にすぎな
い。この思い違い (error) は取り除くべきだと思う。70 

 

もし⼯事の管理者や現場監督をすすんで引き受けたりすると，他⼈の未熟や不注意で起
こった過失 (vitium) や失敗 (error) でも，すべて君⼀⼈に持ち込まれることは，ほぼ避
け難いであろう。71 

 

ほとんどの⼤建造物で，⼤いに⾮難されるべき，ひどい混乱 (error) が起こっていない
とはいえない。それは⼀般にたびたび⾒受けられる⽋陥  (vitium) である。72 

 

これらの⽤例から«vitium»と«error»の違いを説明するのは難しい。その他の⽤例をみても，
«error»が«vitium»と意図して使い分けられているとは⾔い難く，本論では， «vitium»と«error»

と«peccatum»を「⽋陥」という訳語で基本的に統⼀し，それらがアルベルティによってどの
ように⽤いられているか詳細に検討し，アルベルティのいう「⽋陥」を考察していく。 

まず，なぜ第九書の最後の 4章でアルベルティが様々な例を引⽤しながら建物の⽋陥を述
べたのか考えてみたい。先の引⽤からも明らかなように，第九書第 8 章で「すべての建築的
事物 (res aedificatorius)」において⽋陥がないように忠告をしている。その⾔葉通りアルベル
ティは第九書第 8 章で，建築するにあたって選定した敷地の環境的⽋陥，建築の耐久性につ
いての⽋陥，平⾯計画の不整合という⽋陥，周辺環境の変化に対し⼗分に対応できないとい
う⽋陥など，様々な例を挙げている。しかし，その後アルベルティは第九書のテーマである
装飾に関する⽋陥を主に述べていく。第九書のテーマに従えば，装飾の⽋陥についてアルベ
ルティが詳述することは何の違和感もない。しかし，De re aedificatoriaの議論の包括としてす
べての建築の⽋陥を述べる時に，なぜ美や装飾が語られる第九書に包含させたのか，そのア
ルベルティの意図を考えねばならない。それはおそらく第六書の記述と関わりが深い。 

 

 

 

vitium ー美 (pulchritudo) と均整 (concinnitas)と適切さ (decor)ー 
第六書第 2章と第⼋書第 3章でアルベルティは次のように述べる。 

 

今われわれが⾔及している最後の⼀つのもの（美について）は，適性 (commoditas) に
対して，また永続性に対してさえ最⼤の貢献をする。（中略） 
美 (pulchritudo) は不穏な敵に対してさえも，その怒りを柔らげ，無傷のまま残させる
のである。あえていえば，形の威厳 (dignitas) と優美 (venustas) によるほどに，安全で
また⼈間の暴⼒から逃れうるものは何もない。73 

                                                        
70 Ibid., p. 160. (p. 15). «Commune hoc ignorantiae vitium est: quae nescias, nequicquam esse profiteri. Tollendum 

errorem hunc statuo; non tamen illud adsummo, ut prolixius rimari opertere censeam.» 
71 Ibid., p. 299. (p. 15). «Quod si forte ad te susceperis, ut operis curator et finitor esse velis, vix erit ut vites, ne omnia 

aliorum vitia erroresque, seu imperitia seu negligentia commissa sint, ad unum te ipsum referantur.» 
72 Ibid., pp. 299-300. (p. 15). «Tum et commune illud vitium, quo saepius fiat, ut ferme nullum maximorum operum 

gravibus atque valde vituperandis erroribus carat» 
73 Ibid., p. 159. (p. 447). «Acdedit quod haec una, de qua loquimur, commoditati atque etiam perennitati plurimum affert 

adiumenti.    ..........    At pulchritudo etiam ab infestis hostibus impetrabit, ut iras temperent atque inviolatam se esse 
patiantur ; ut hoc audeam dicere : nulla re tutum aeque ab hominum iniuria atque illesum futurum opus, quam formae 
dignitate ac venustate» 
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永久に存在することを熱望するこの記念建造物を，過当な材質より⾼貴な材料で築く⽅
が，⻑持ちするかどうか，盗み剥ぎ取りに関しては⼗分確定的に答えることはできない。
しかし美しいものは確かに⼼を楽しませる。その意味では他の箇所で述べたように，事
物の保存と後世への委託に関して美よりさらに有効なものはない。74 

 

アルベルティがいう「最後の⼀つもの」とはいわゆる建築の三原則，強・⽤・美のうちの美
についてということである。De re aedificatoriaの構造そのものがその三原則に則っているとい
うクラウトハイマーの主張75は抜きにしても，以下の引⽤から明らかなように，建築には強・
⽤・美という三つの観点があるとアルベルティが考えていたことは確かであろう。 

 

⼀般に建築することに関連する分野，すなわち⽤途  (usus) に合わせ，耐久性 
(perpetuitas) のためにきわめて堅固 (firmitas) に，優美 (gratia) と華麗 (amoenitas) の
ために，できるだけ整備してわれわれは建設してきた。この三点のうち，前の⼆分野に
ついては議論を尽くしたので，残るのは第三の，この上なく威厳 (dignitas) に満ち，い
うまでもなく⼤いに必要 (necessitas) でさえある事柄に関するあらゆることである。76 

 

「最⼤の貢献」という⾔葉からも明らかなように，第六書第 2 章でのアルベルティの⾔及は
建築における美の優位性ととれる。そして，アルベルティは以下のように美を定義する。 

 

美 (pulchritudo) とは特定の理論的⽅法を伴った，あらゆる構成部分の均整 (concinnitas) 
であり，劣悪化なしに，それらの部分の何⼀つ増，減あるいは移動できないほどのもの
である。77 

 

美についてのアルベルティの概念は，第九書第 5 章でも同様に，«concinnnitas»を⽤いて，
より詳しく説明される。アルベルティは，「何故にあるものは他より優れて美しく，他のもの
はそれほどでなく，あるいは醜いとさえいわれるのか，をわれわれは研究しよう」と述べて，
美とは何かについて⾔葉を重ねてゆく。「美を感じさせる⼀つのものでありながら，何故それ
らは⾮常な差を⽰すのか。」と⾔い，美しいと感じられるものにはさまざまな多様性があるこ
とを指摘する。⼀⽅，「⾒苦しい形の崩れた汚れたものを⼀⾒して不快にならず，卑しまない
ようなものは⼀⼈もいないから，明⽩である。」と述べている。美は認識する側の判断により
異なるため，美について明確に定義づけることは難しいが，⼀⽅で，⽋陥«vitium»は誰もが知
覚することができ，それを卑しまないものを誰もいないと主張しているのである。アルベル
ティは⽋陥が⾒当たらない場合を，形«forma»・威厳«dignitas»・美«venustas»を満たす適切
«decet»な状態と呼んでいる。この適切さはすぐ次の段落で，«concinnitas»として説明される。

                                                        
74 この「他の箇所で述べたように」とは，注 70の第六書第 2章の記述を指していると考えられる。Ibid., p. 237. 

(p. 681). «Nobiline materia an potius ignobili monumenta haec, quae aeterna esse concupiscimus, astruxisse conferat, non satis 
constat propter absportantium iniurias. Sed ornatus nimorum delectat: quo, ut alibi diiximus, nihil ad conservandas res 
posteritatique commendandas commodius est.» 

75 Richard Krautheimer, “Alberti and Vitruvius”, in The Renaissance and Mannerism, Studies in Western Art, Acts of The 
Twentieth International Congress of The History of Art Vol. 2, Princeton University Press, 1963, pp. 42-52. 

76 Ibid., p. 158. (p. 445). «Ex tribus partibus, quae ad universam aedificationem pertinebant, uti essent quidem quae 
adstrueremus ad usum apta, ad perpetuitatem firmissima, ad gratiam et amoenitatem paratissima, primis duabus partibus 
absolutis restat tertia omnium dignissima et perquam valde neccessaria.» 

77 Ibid., p. 159. (p. 447). «ut sit pulchritudo quidem certa cum ratione concinnitas universarium partium in eo, cuius sint, 
ita ut addi aut diminui aut immutari possit nihil, quin improbabilius reddatur.» 
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アルベルティは建築創作における多様性の価値を認めながらも，«vitium»という語で表現され
る「⽋陥」を⾮常に厳しくとがめていることが第九書第 5 章から理解できる。アルベルティ
は，«vitium»のない場合こそが適切«decet»な状態であるといい，その時そこには«concinnitas»

がみられると説明している。«concinnitas»は以下のように説明される。 

 

われわれの探している理論的⽅法を余すところなく包含する顕著なものが三つある，と
いうことである。すなわち，数 (numerus) ，仕上げ⾯の輪郭 (finitio) と呼ぶもの，およ
び配置 (collocatio) である。しかし，これらすべてが固く合わし組み込まれた場合には，
さらに何かあるものがあり，それによって美しさの全貌が不思議に際だつ。その何かを
均整 (concinnitas) と呼ぼう。そしてその同じものはあらゆる優雅と気品 (gratiae atque 
decoris) の養⼥である，といおう。均整 (concinnitas) の役割と使命は，⼀般に相互間で
ばらばらである諸々の部分を，⼀種の理論的⽅法でもって完全に，それらが相互に視覚
的に対応するように構成することである。78 

 

«concinnitas»はアルベルティの建築理論の核としてこれまでも様々に研究されてきた79。相
川浩⽒は，De re aedificatoriaの全⽤例を「均整」と訳している。相川⽒はオルランディが伊訳
において，«concinnitas»を«armonia» (調和) と訳しているのを否定し，«concinnitas»は「調和」
の意味は薄く，「視覚的統⼀」といえるものであるといっている80。確かに相川⽒の訳語「均
整」は，適切な訳語だと思われる。しかし，しばしば指摘されるところだが「均整」という
訳語が，ウィトルーウィウスの«symmetoria»を意味するものと誤解されるおそれがあるという
ことは述べておきたい。ウィトルーウィウスが『建築⼗書』で記述した«decor»の概念を受け
継いていると思われる«concinnitas»は，強・⽤・美の三原則を⽀配する原則であるかのように
感じられ，ウィトルーウィウスの«symmetoria»以上の地位の⾼さを感じるという⾶ヶ⾕⽒の指
摘は的を射ていると思われる81。 

«concinnitas»が第六書と第九書で議論されていることから，«concinnitas»は美的概念である
かのように思えるが，アルベルティが適切«decet»という語で，«concinnitas»を説明しようとし
ていることや，«concinnitas»がウィトルーウィウスの «decor» の概念を受け継いていること

                                                        
78 Ibid., p. 283. (p. 815). « Ex quo statuisse possumus, ne caetera istiusmodi prolixius prosequar, praecipua esse tria haec, 

in quibus omnis, quam quaerimus, ratio consumetur: numerus, et quam nos finitionem nuncupabimus, et collocatio. Sed est 
amplius quippiam ex his omnibus compactis atque nexis, quo tota pulchritudinis facies mirifice collucescat: id apud nos 
concinnitas nuncupabitur, quam eandem orpfecto omnis esse gratiae atque decoris alumnam dicimus. Atqui est quidem 
concinnitatis munus et paratio partes, quae alioquin inter se natura distinctae sunt, perfecta quadem ratione constituere, ita ut 
mutuo ad speciem correspondeant.» 

79 Carroll William Westfall, “Society, Beauty, and the Humanist Architect in Alberti’s de re aedificatoria”, in «Studies in 
the Renaissance», Vol. 16, 1969, pp. 61-79; Robert Tavernor, “Concinnitas, o la Formazione delle Bellezza”, in Leon Battista 
Alberti, a cura di Joseph Rykwert e Anne Engel, Milano, Olivetti/Electa, 1994, pp. 300-315; Elisabetta Di Stefano, L’altro 
sapere. Bello, Arte, Immagine in Leon Battista Alberti, Palermo, Centro Internazionale Studi di Estetica, 2000; 相川浩, 
「L.B.Albertiの Concinnitasと A.Palladioの Corrispondenzaについて: 美的デコルの存在（第 1報）」, 『⽇本建築学
会論⽂報告集』第 99号, 昭和 39年 6⽉, pp. 21-26; 相川浩,「L.B.Albertiの Concinnitasと A.Palladioの Corrispondenza
について: 美的デコルの存在（第 2報）」, 『⽇本建築学会論⽂報告集』第 100号, 昭和 39年 7⽉, pp. 68-72. 

80 相川浩, 『建築家アルベルティ：クラシシズムの創始者』, 中央公論美術出版, 1988, pp. 165-169. オルランディ
は確かに«concinnitas»を«armonia»と訳しているが，De re aedificatoria第九書第五章でアルベルティが«concinnitas»につ
いて説明するところでは，«concinnitas»を訳出せずにそのまま使⽤している。«concinnitas»を解釈することの難しさ
をあらわしているといえるだろう。 

81 ⾶ヶ⾕潤⼀郎, 前掲書 (2007), pp. 252-55, 294-97. ⾶ヶ⾕⽒は，アルベルティはウィトルーウィウスのギリ
シャ語そのままのシュンメトリアをコンキンニタスと⾔い換えたことは間違いないが，コンキンニタスはシュンメ
トリアの意味する，⽐例に関する美的概念にとどまるものではなく，コンキンニタスに強・⽤・美の三原則を⽀配
する原則であるかのように感じられ，シュンメトリア以上の地位の⾼さを感じると述べている。 
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からも推測できるように，«concinnitas»は建築の美のみに留まるとは考えにくい。«vitium»の
ない建築こそが適切«decet»な状態であるといい，その時建築は均整«concinnitas»がみられると
アルベルティが述べたのは，決して建築の美的観点からだけではない。そもそも，«vitium»

が純粋に美的⽋陥として議論されることがアルベルティにおいて想定されていないのかもし
れない。例えばアルベルティの『絵画論』に次の⼀節をみることが出来る。 

 

⾝体のうちで⾒るに耐えない醜い部分や，ほとんど快さをもたらさない部分は，布かや
⽊の葉のようなもの，あるいは⼿で覆わなければならない。古代の⼈々は，アンティゴ
ネの肖像を⽬のつぶれている⽅ではない顔の部分から描いた (Apelles Antigoni imaginem 
ea tantum parte vultus pingebat qua oculi vitium non aderat)。ペリクレスの頭は⻑くて醜
かったので，他の⼈々であれば頭をそのまま描かせたのであるが，それと異なって，頭
に兜を被っているところを画家や彫刻家に描かせたといわれている。またプルタルコス
は，古代の画家たちは，王様を描くときに，王様にもし⾝体に明らかにされるのを望ま
ない⽋点 (vitium) が何かあってもそれを無視せず，できるだけ類似性を保ったままその
⽋点 (vitium) を修正したものである，といっている。このように，どんな写実画であっ
ても，ほどよさと慎みを保ちながら⽋陥をなくすか修正することが願われる。そして，
他のものと同じ⾝振り，またはポーズを与えられないように注意しなければならない。82 

 

この点について，パノフスキーは著書『イデア』で，「アルベルティは「誤謬」の訂正も，
⾃然への忠実さという点において無害な隠蔽も強調していない。また，それと密接に関係し
ていることだが，彼は問題全体を「美」の観点からではなく，「妥当性」という観点から取り
扱っているのである（このことは，彼の論考の第三巻よりもむしろ第⼆巻を取り上げること
によって⽰される）。⾝体上の⽋点を視界から遠ざけるように，との要求は，⾝体の「品の悪
い」部分を隠しなさい，という要求と同様に，彼にとっては重要である。そして，「上品」
(decorum)，「謙遜」(modestia)，「慎み」(verecundia) という⼀般的なカテゴリーに従っている。
彼は「⽋点」という場合，それは「美の⽋陥」というよりも，むしろ，⽬の⽋如のような外
的な⽋損や奇形として理解しているのである。」83と述べている。つまり，«decor»概念に従い，
⽋陥をなくすことが，アルベルティにとって第⼀であるのである。その他に，『家族論』でも
アルベルティは次のように述べる。 

 

明らかな⽋点がない⼈を，僕は⼗分によい⼈とみなします。そして，些細な⽋点もまっ
たくなく，多くの美点を備えた⼈を完璧な⼈と呼びましょう。平均以下の⼈には，美点
と合わせて，何か邪悪で明らかな⽋点があるのが，常だと思います。⽋点ははっきりと
分かりますし，天性のものです。ウェスパシアヌス帝が「狐はその⽑が抜け替わっても，
⾊は変わらない」とつねづね⾔っていた通りです。⽋点は誰がいつ⾒ても，⽋点にみえ

                                                        
82 邦語訳は筆者による。原⽂は以下。Leon Battista Alberti, Opere Volgari, a cura di Cecil Grayson, vol. 3, Bari, Gius. 

Laterza & Figli, 1973, p.71. «Obscoenae quidem corporis et hae omnes partes quae parum gratiae habent, panno aut frondibus 
aut manu operiantur. Apelles Antigoni imaginem ea tantum parte vultus pingebat qua oculi vitium non aderat. Periclem 
referunt habuisse caput oblongum et deforme; idcirco a pictoribus et sculptoribus, non ut caeteros inoperto capite, sed casside 
vestito eum formari solitum. Tum antiquos pictores refert Plutarchus solitos in pingendis regibus, si quid vitii aderat formae, 
non id praetermissum videri velle, sed quam maxime possent, servata similitudine, emendabant. Hanc ergo modestiam et 
verecundiam in universa historia observari cupio ut foeda aut praetereantur aut emendentur. Denique, ut dixi, studendum 
censeo ut in nullo ferme idem gestus aut status conspiciatur.» 

83 E. パノフスキー, 『イデアー美と芸術の理論のためにー』, 伊藤博明・富松保⽂訳, 平凡社ライブラリー, 2004, 
pp. 325-326. 
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ますし，いつでもすぐ露わになり，さらにはっきりと⽰されます。84 
 

ここでも，⽋点に関するアルベルティの厳しい意⾒がみてとれる。美点よりも，まずは⽋点
をなくすことを優先するアルベルティの姿勢は，De re aedificatoriaを通奏低⾳のように⽀配し
ている。繰り返すが，アルベルティは，「何ができるかというより，むしろ何が相応 (decet) か
という点を，かなり⼤切に考えねばならぬ」85，「建築における，なかんずく第⼀の賞賛は，
どれほど適切 (decet) かと⾔うことに関する優れた判断である。」86と De re aedificatoriaで述べ
ている。その適切さを達成するために必要とされるのが«concinnitas»であるため，«concinnitas»

は，より包括的な観点から「すべての建築的事物 (res aedificatorius )」に関わっているのであ
る。つまり，この第九書の⽋陥«vitium»と均整«concinnitas»についての議論は第⼀書から第九
書までを通じたアルベルティの建築論の結論的話題であると考えられるのである。 

 

 

 

vitium ー第九書と第十書ー 
すでに，第⼀書，第四書と第⼗書が相関関係にあることを指摘した。第⼀書が，第⼗書の

構造を規定し，第四書の«commoditas»というテーマが第⼗書の内容をまとめあげているので
ある。⼀⽅で，第九書と第⼗書の間にはいかなる構造が横たわっているだろうか。第九書第 8

章から第 11 章まで議論される，建築の«vitium»については，第⼗書と親和性が⾼いにも関わ
らず，⽋陥«vitium»と均整«concinnitas»という観点からのアルベルティの記述を第⼗書でみる
ことは難しい。確かに，第⼗書第 1章で«vitium»についてアルベルティは多くを語っているが，
その後の第 2章からの第⼗書の展開に，この«vitium»についての議論が深く関わっていないよ
うに思えるからである。それは，これまで第⼀書と第四書と第⼗書の⽐較検討の結果，⾸肯
できるのではないだろうか。 

第⼗書第 17章の最後のわずか⼆つほどの段落で，「さらにまた，作品の優雅もわれわれは
無視しない」から，「優雅」や「威厳」という語を使いながら，壁の修復における装飾的要素
について述べられる87。これはわずかな記述ではあるが，均整«concinnitas»からの壁の美的修
復が第⼗書の最後に書かれていることは注⽬すべきことである。しかし，この第⼗書の結末
は，⾒⽅によれば唐突な印象を与えるようである。ケイは，「De reaedificatoriaにおける第⼗書
の位置づけ」という論⽂において，第⼗書の第 1章から第 15章までは「地域」という⽂脈で
の話であるのに，第 16 章と第 17 章が「壁」について述べられるのは，書の構成として明ら
かに違和感があると述べる。そして，むしろこの最後の⼆章は，第六書に組み込まれなけれ

                                                        
84 レオン・バッティスタ・アルベルティ, 『家族論』, 池上俊⼀／徳橋曜 訳, 講談社, 2010, p.106. ここでの「⽋

点」は «vizio» である。原⽂は，以下。 Leon Battista Alberti, I Libri della Famiglia, a cura di Ruggiero Romano e Alberto 
Tenenti. Nuova Edizione a cura di Francesco Furlan, Torino, Einaudi, 1994, p. 67. «Dico adunque che io riputerei assai buono 
essere colui in cui non fusse manifesto vizio alcuno, e chiamerei costui perfetto in cui si vedesse molta virtú sanza minimo 
alcuno vizio. Manco che mezzani in vitrú con qualche scelerato e manifesto vizio. E’ vizii si fanno chiaro conoscere, e sono di 
natura che sempre fanno come solea dire Vespasiano Cesare: «La volpe muta il pelo ma nonne il colore». El vizio sempre a tutti 
parerà pur vizio, sempre sarà presto a scorprisi e monstrarsi piú noto.» 

85  アルベルティ, 前掲書, (1982), p. 40. (p. 103.) «Accedit quod non modo quid queas, verum et quid deceat, non in 
postremis considerandum est.» 

86 Ibid., p.296. (p. 855.) «de re enim aedificatoria laus omnium prima est iudicare be ne quid deceat» 
87 Ibid., p. 343. (p. 1000.) 
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ばならないはずで，写字⽣などによって誤って第⼗書に組み込まれたアルベルティの草稿で
はないかと指摘している88。 

しかし，確かに第 16章から「壁」の話に転換はするが，それは De re aedificatoria全体をみ
て，アルベルティの議論の進め⽅として，それほど⼾惑いを持つような記述ではない。これ
まで述べてきたように，第⼗書をローマ復興に則った⼿引き書と解釈するならば，第⼗書の
中で位置づけが難しいどころか，この第 16 章と第 17 章を第⼗書において⽋くことはできな
いように思える。仮に，そのケイの指摘が正しいとして，なぜ誤ってその最後の 2 章は第⼗
書に組み込まれたのだろうか。それは恐らくサン・ピエトロ⼤聖堂の修復についての実践的
内容のためであり，われわれよりもアルベルティの執筆当時に近い状況に⾝を置いた写字⽣
が，第⼗書とニコラウス五世のローマ復興の類似性に注⽬したゆえなのかも知れない。たし
かに第 17章の最後の⼆つの段落は記述が短いゆえに位置づけが難しい。しかしこれは第⼗書
が第九書の原則にも従うことを⽰唆するために，アルベルティによって最後に組み込まれた
ように思える。第⼗書第 1 章が第九書からの連続的な話題になっていることも考慮に⼊れる
ならば，その«vitium»と«concinnitas»の原則が第⼗書でも守られるべきであるとアルベルティ
は第⼗書の最後で語っているのではないだろうか。 

 

 

 

建築の修復と建築の永続性について 
第⼀書でアルベルティは都市計画，とりわけ平⾯計画の重要性について述べる。「都市は

ある種の最⼤邸宅であり，反対に邸宅⾃体はある種の最⼩都市」89という⾔葉がそのアルベル
ティの都市への視線をまさに物語っている。第⼀書と第⼗書をよくよく読み⽐べてみると，
第⼗書の第⼀章，第⼆章，第六章は第⼀書とほとんど同じことを繰り返しているだけのよう
にみえる。第四書は，「第⼀書でみてきた不都合 (incommoditas) が，あらゆる点で起こらない
ように，また⽣活の経済的な⾯に必要な諸物を，何⼀つ⽋かないように都市がなっていなけ
ればならぬ，と我々は確認しようと思う。」90という⼀節からも明らかなように，都市計画を
«commoditas»の点から論じている。さらにアルベルティはそこに«salus»「健康」を導⼊する。
«commoditas»は«salus»「健康」を⽬的とするものであり，建築にとって⽋かせない要素であ
ることを主張している。そして，第四書と第⼗書を付き合わせてみると，第⼗書は，まさに
第四書で議論されているような，«commoditas»と«salus»をめぐった議論を受け継いでいる。
第四書の議論から⽔道，川，運河，港のというテーマを巧みに抽出し，第⼗書で論じている
だけのように思える。 

つまり，第⼀書と第四書と第⼗書を⽐較検討すると，ニコラウス五世によるローマ復興計
画に即すように，第⼀書と第四書からいくつかのポイントを抜き出して，第⼗書において実
践的な内容を付加しつつ論じているということが明らかになってくる。その点では，第⼀書
から第九書と第⼗書は性格が違うといえる。しかし，第⼗書は付け⾜しやガラクタ⼊れでな
                                                        

88 Pierre Caye, “La Place du Livre X dans le De re aedificatoria”, in «ALBERTIANA», VII, Leo S. Olsciki, 2004, p. 38. 
89 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 26. (p. 77.) «maxima quaedam est domus et contra domus ipsa minima quaedam 

est civitas,» 
90 Ibid., p. 100. (p. 277).«Itaque esse oportere urbem statuimus eiusmodi, ut incommodorum omnium, quae primo 

recensuimus libro, nulla omnio adsint, et siquae res ad vitae frugalitatem optentur, nullae desint.» 
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い事もまた明らかである。第⼗書«operum instauratio»が修復の実践的内容であり，いわば「復
興」とも位置づけているのは，第九書での，«vitium»と«concinnitas»をめぐった議論も関係が
あるだろう。第九書の⽋陥«vitium»と均整«concinnitas»についての議論は「すべての建築的事
物 (res aedificatorius )」に関わっており，第⼀書から第九書までを通じたアルベルティの建築
論の結論的話題であるといえる。ウィトルーウィウスの«decor»から派⽣した建築的概念であ
る均整«concinnnitas»がみられるように⽋陥«vitium»のない建築を再⽣産することを，アルベル
ティは De re aedificatoriaにおいて論じている。再⽣産と述べたのは，アルベルティは決して，
何もないところから新しく建築を産み出すことを論じているのではないからである。まずは，
建築の ⽋陥«vitium»を把握することが第⼀歩であり，それを均整という指標にあわせて⼿を
加えるための⽅法や⼿段について述べているのである。 

ガエターナ・カントーネは『⼤理⽯の都市 アルベルティからセルリオまで 設計と修復の
歴史』という著書の第⼆章を「レオン・バッティスタ・アルベルティ：建築の歴史，建築理
論と都市の修復」と題し，De re aedificatoriaを修復という観点で読み解こうとしている91。カン
トーネもまた«concinnitas»に着⽬し，«concinnitas»を建築的要素のうちでも，建築の永続性に
関係する⼀つの規則であると述べる。そして，もう⼀つ，医者と建築家の役割の類似性につ
いて指摘する。第⼗書でアルベルティは以下のように述べる。 

 

改築すべき⼯事の⽋陥を次に論究するとすれば，⼈の⼿で改められる⽋陥が⼀体何か，
どんなものか，ということを考えねばならない。例えば医者が多くの場合，病状の認知
に基づいて薬剤を定めるのと同様である。92 

 

アルベルティが⼈間の病気 (morbus) と建築的⽋陥 (vitium) を同⼀視し，その治療を医者の
役割に，その修理を建築家の役割としていることをカントーネは強調する。そして，これこ
そがアルベルティの建築家像であることを主張する。この点も，建築の永続性に関わるので
ある。建築に求められるのは，ex novoに創作していくことではなく，今ある建築の⽣命を引
き延ばしていくことであるというアルベルティの主張こそが，De re aedificatoriaで議論されて
いるのだとカントーネは述べている。 

アルベルティが第六書第 2章などで，建築の美が建築の保存や永続性にとって最も重要で
あると述べていることは，すでに指摘した。他にも以下のような記述をみることが出来る。 

 

円柱は最初，屋根を⽀えるために考案されたと信じるが，その後⼈類は努⼒して，最⾼
の威厳を持つものを得ようと熱望するところまで⾄ったことを，われわれは知っている。
それは命に限りのある⼈間が建築するものであるけれども，できるだけ永遠不滅のもの
を成し遂げたい，ということであった。93 

 

                                                        
91 Gaetana Cantone, “L. B. Alberti: Storia dell’Architettura, Teoria dell’Architettura e Restauro Urbano”, in La Città di 

Marmo da Alberti a Serlio La Storia tra Progettazione e Restauro, Officina Edizioni, Roma, 1978, pp. 20-45. 
92 Ibid., p. 301. (p. 869). « Si de operum vitiis emendandis deinceps disputandum est, considerasse oportet, quaenam ea 

quidem et qualia sint vitia, quae manu hominum emendentur. Sic enim et physici arbitrantur maximam remediorum partem ex 
morbi cognitione pendere.» 

93 Ibid., p. 28. (p. 869.) «At columnam inventam puto principio substinendorum tectorum gratia; postea devenisse 
hominum studia videmus dignissimarum rerum assequendarum cupiditate excitata, ut quae aedificarint mortales, aeterna esse 
ut immortalia, quod possent, elaborarint.» 
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すべてのものが優美な装飾の⽅に役⽴つのか，あるいは永遠の持続により多く役⽴つの
か判断し難いほどにである。こうしたことについては，公私の他の⼯事も同様であるが，
特に神殿建設において再三再四できる限り検討すべきである。何故なら，膨⼤な費⽤の
⽀出は当然，不慮の災害に対しても最⼤の防護を求め，消失の予防を必要とする。また
神殿に対して，装飾が威信をもたらすと同じほど，古さが荘厳をもたらす94 

 

「堅固 (firmitas) と耐久性 (perpetuitas) については，変質せず堅くまた⼗分に永続性を持つ
こと。」95，「耐久性 (perpetuitas) のためにきわめて堅固 (firmitas) に」96とアルベルティが⾔
うように，永続性あるいは耐久性はウィトルーウィウスの⾔う，強«firmitas»とは異なるもの
である。それは建築の古さの価値を主張していると⾔い換えてもよいかも知れない。

                                                        
94 Ibid., p. 167. (p. 545.) «eademque ad gratamne magis decoremque an ad aeternitatis perpetuitatem faciant. Cui rei cum 

caeteris in operibus publicis privatisque um maxime in templis astruendis iterum atque iterum impensas contra sinistros casus 
munitissimas esse condecet, ne pereant, Et vetustatem non minus auctoritatis quam ornamentum dignitatis afferre templis 
arbitramur.» 

95 Ibid., p. 11. (p. 25.) «ad firmitatem perpetuitatemque integra et solida et admodum aeterna» 
96 Ibid., p. 158. (p. 445.) « ad perpetuitatem firmissima.» 
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De re aedificatoriaのモデルと執筆の目的 
本研究は，De re aedificatoriaについて，結書である第⼗書を教皇のローマ復興の⼿引き書で

あり，第⼀書から第九書までを修復の理論書として読み解いている。とりわけ，第⼀書を De re 

aedificatoria の定義ともいえる，アルベルティの建築的議論の枠組みを設定する書としてとら
えている。そして，第九書を「建築における，なかんずく第⼀の賞賛は，どれほど適切 (decet) 

かと⾔うことに関する優れた判断である。」1という«decor»の原則と，その適切さを達成する
ために必要とされる«concinnitas»をめぐる建築の⽋陥«vitium»についての議論ととらえ，第九
書をアルベルティの建築論の結論的話題と考えている。しかし，De re aedificatoriaの基本的な
枠組みは，ウィトルーウィウスのテクストを現代的課題に沿った形式に整えた焼き直しであ
るという⼀般的な⾒⽅によるならば，De re aedificatoriaを修復理論として読むということは，
これまで考えられてきた De re aedificatoriaの姿とは⼤きく異なる。本論第四章で述べたように，
De re aedificatoria第⼗書には『建築⼗書』からの引⽤が数多く⾒られるし，第六書でのウィト
ルーウィウスへの⾔及という点でも，De re aedificatoriaのモデルは『建築⼗書』にあると考え
るのが⾃然である。しかし，De re aedificatoriaを記述内容などの情報という観点からではなく，
その論理構造から捉えたとき，ウィトルーウィウスの姿はかすれて⾒えなくなるように思え
る。本章では，筆をとめるに際し，『建築⼗書』とはまた別に，De re aedificatoriaのモデルと執
筆の⽬的があったことを述べておかなければならないだろう。 

序章で述べた，De re aedificatoriaの⼀般的理解についてもう⼀度ここで述べておきたい。De 

re aedificatoriaの執筆は，リオネッロ・デステの要望，それもウィトルーウィウスの『建築⼗書』
の注解を依頼されたことを端緒とするといわれる。そして，書き上げられた De re aedificatoria

は，先⾏研究を持ち出すまでもなく，『建築⼗書』をモデルに成り⽴っていると考えられてい
る。クラウトハイマーは，De re aedificatoriaは第⼀書を全体の導⼊と⾒なした上で，第⼆書・
第三書を«firmitas»，第四書・第五書を«utilitas»，第六書から第九書までを«venustas»に分類す
ることができ，三原則はアルベルティによって解釈され，再構成されて，De re aedificatoriaに
取り込まれたと述べている2。⼀⽅で，ショエは，クラウトハイマーの分類を批判しつつも，
アルベルティがウィトルーウィウスを記述のモデルにしているという点ではクラウトハイ
マーと共通している。ショエは，De re aedificatoria第⼀書から第三書までを«nécessité»に， 第
四書，第五書を«commodité»に，第六書から第九書までを«plaisir esthétique»に分類することが
できると述べている。この三原則についてショエによれば，«nécessité»はウィトルーウィウス
のいうところの，«soliditas»と«firmitas»にあたり，建築が構造的⽔準を満たすことと，⼈間の
                                                        

1 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.296. (ラテン語原⽂
は，Leon Battista Alberti, L’architettura (De re aedificatoria), Testo latino e traduzione a cura di Giovanni Orlandi, 
Introduzione e note di Paolo Portoghesi, Milano, Polifilo, 1966, p. 855. 以下，『建築論』の引⽤あるいは参照ページ数の
横に () 付きで併記されたページ数は，このオルランディ版のラテン語原⽂テクストの当該ページとする。) «de re 
enim aedificatoria laus omnium prima est iudicare be ne quid deceat». 

2 Richard Krautheimer, “Alberti and Vitruvius”, The Renaissance and Mannerism, Studies in Western Art, Acts of The 
Twentieth International Congress of The History of Art Volume 2, Princeton, Princeton University Press, 1963, pp. 42-52. 
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欲求にかなうことを意味している。«commodité»はウィトルーウィウスの«utilitas»と重なりつ
つも，それよりも快適・便利という意をもつ，«commoditas»や«usus»と⾔う語に近いという。
また，«plaisir esthétique»はラテン語で«voluptas delectatio»で表現できると述べている3。 

その後，ウィトルーウィウスを離れ，キケローを中⼼とした修辞学書をモデルに De re 

aedificatoriaが成⽴しているという議論が盛んになった。De re aedificatoriaにはウィトルーウィウ
スから多数の引⽤がみられるのは確かだが，建築の理論を構築するための枠組みには寄与し
ていないということである。ここでもう⼀度ファン・エックの議論に沿いながら，「De re 

aedificatoria のモデル＝修辞理論」について述べておきたい4。中世までは建築について記述す
ることは概念や原理を織り込んだ論理的な議論であると考えられていたわけではなく，実践
の⼿助けとなるような，百科全書の伝統に則ったマニュアルブックを作成することであると
考えられていたとファン・エックは述べる。なぜアルベルティは修辞論をモデルとしたかと
いう点に関して，ファン・エックは，建築学を ars mechanica「機械的技術」から ars liberalis「⾃
由学芸」の地位にまで⾼める⽬的がアルベルティにあったためだと指摘する。修辞学は，古
代より⾃由学芸として認められてきたことに加え，建築が包含する理論−実践−⽣産という性
格とぴったり寄り添う。例えば，クインティリアヌスは『弁論家の教育』の第⼆巻第 17章「弁
論術は技術であるのか」および第 18章「三種類の技術の中での弁論術の位置づけ」において，
次のように述べる。クインティリアヌスは医術，建築術，絵画制作などを引き合いに出しな
がら，弁論術が⼈間にアプリオリに備わっている本性であるいう主張を反駁し，修辞学がれっ
きとした技術であることを主張する。そして，その技術は 3つの種類に分類できると述べる。
天⽂学のような事物の認識と評価にもとづくものを「理論的」と呼び，⾏為にもとづく技術
であり，⾏為⾃体で完結し，⾏為のあとには何も残らない，舞踏のような技術を「実践的」
と呼び，⽬に⾒える作品の完成を⽬的とする絵画のような技術を「制作的」と呼ぶ。そして，
修辞学は，実践的技術をベースとしながらその三種類すべてに関わる包括的な技術であるこ
とを語っている5。そして，クインティリアヌスに代表されるような古代からの修辞学⼀般に
関する議論を借⽤し，アルベルティが建築理論を織り上げたとファン・エックは主張する。
また，医学も修辞学と同様，理論と実践の両輪からなり，アルベルティが建築家の役割と医
者の役割を同⼀視していることからも推測できるように，De re aedificatoriaの理論構造に影響
を与えていると指摘する6。このような⾒⽅は，本論の論理に⼤きく影響している。キケロー
が，『弁論家について』という修辞理論書と，『カティリーナ弾劾』のような修辞実践の書を
残しているのと同様に，本論は De re aedificatoriaを，第⼀書から第九書が修復の「理論」とし
て，第⼗書を修復の「実践」として読み解いてきたからである。 

確かに，修辞理論をモデルとした De re aedificatoriaという議論は説得⼒を持つ。しかし，ア
ルベルティは修辞に基づいた⽅法論というモデルによって建築を芸術として提⽰することに

                                                        
3 Françoise Choay, “DE RE AEDIFICATORIA. Alberti ou Le Désir et Le Temps”, in La règle et le modèle. Sur la 

théorie de l’architecture et de l’urbanisme, Paris, Seuil, 1996, pp.90-170. 
4 Carolin van Eck, “The Structure of “De re aedificatoria” Reconsidered”, in «The Journal of the Society of Architectural 

Historians», Vol 57, No. 3, Sep. 1998, pp. 280-299. 
5 クインティリアヌス／森⾕宇⼀・⼾⾼和弘・渡辺浩⼆・伊達⽴晶訳, 『弁論家の教育 1』, ⻄洋古典叢書, 京

都⼤学学術出版会, 2005, pp. 208-220. 
6 Carolin van Eck, “The Structure of “De re aedificatoria” Reconsidered”, op. cit. (1998), p. 288. ファン・エックは，

プラトン『パイドルス』Phaedrus, ガレノス『治療法について』De methodo medendiを引⽤しつつ，De re aedificatoria の
医学理論との類似性を指摘している。 
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成功したというファン・エックの主張以上の⽬的が，アルベルティにはあったように思われ
る。それはおそらくアルベルティが De re aedificatoriaの中で「適切さ」という表現で伝えよう
としたことである。オナイアンズは，キケローの『義務について』De Officiis (紀元前 44年頃)

の構造が De re aedificatoriaに適応されており，アルベルティは建築に倫理的かつ社会的な価値
を付加したと述べている7。すなわち，キケローが『義務について』で論じた「道徳的な適切
さ」をアルベルティが建築の⼤きな価値として導⼊したということである。いま眼前に広が
る既存の建築とそれを取り巻く環境を絶対的な前提条件として受け⼊れ，その中に⾒られる
⽋陥を正していくというアルベルティの態度は，ウィトルーウィウスの強・⽤・美という建
築の価値基準を超えている。明らかに倫理的・道徳的な⽴場から建築保存や修復の必要性を
説いている。アルベルティが建築家の役割と医者の役割を同⼀視している点も，医者が⼈間
の健康で持続的な⽣活を⼿助けするように，建築を命ある⽣命体としてとらえ，1⽇でも⻑く
存続させることを⾃らの責務と考えていることに結びつく。 

 

古い事物の実例が神殿や劇場に託されて残存しており，それらから，あたかも最⾼の教
師たちによるかのように，多くのことを教えられた。しかもそれらの実例が⽇々消され
ていくのを，私は涙なしには⾒ることができなかった。さらにまた昨今の⼈々は，この
上なく優れた作品に秘められた，きわめて厳格に検討された理論的⽅法を賞するよりも，
無⽤の新しい妄想に酔って建築する⽅が多かった。こうした諸事実から，いわば⽣活と
知識に関するこの分野が，やがて徹底的に消滅するのではないか，ということを誰も否
定できなかった。こういう状況であったから，研究されるべきこれらの事物について，
私はしばしば⻑期にわたって熟考しない訳には⾏かなかった。この考究の間に，私が整
理したのは威厳のある，⼈間⽣活に有益必要な諸事実および記述に当たって無視できな
かった諸事実である。⼀⽅，熟達した先⼈達が絶えず最⾼級に作り成してきたこの⽂化
的領域を，滅亡から救おうとすることは善良な教養⾼い⼈々の義務である8 

 

この嘆きこそが，De re aedificatoriaの執筆におけるアルベルティの最も⼤きな動⼒源であり，
この点を説得的に語るための⼿段として，修辞学という説得⼒のある弁論を構築するための
⽂章構成法を⽤いたのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

                                                        
7 ジョン・オナイアンズ, 『建築オーダーの意味：古代・中世・ルネサンスの古典オーダー』, 監訳：⽇⾼健

⼀郎, 中央公論美術出版, 2004. とりわけアルベルティについては，pp. 161-174. (原著 : John Onians, Bearers of 
Meaning -The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance-, Princeton University Press, 1988, pp. 
147-57). 

8 アルベルティ, 前掲書 (1982), p. 157, (pp. 441-443.) «Restabant vetera rerum exemola templis theatrisque 
mandata, ex quibus tanquam ex optimis professoribus multa discerentur: eadem non sine lachrimis videbam in dies deleri; et 
qui forte per haec tempora aedificarent, novis ineptiarum deliramentis potius quam probatissimis laudatissimorum operum 
rationibus delectari; quibus ex rebus futurum negabat nemo, quin brevi haec pars, ut ita loquar, vitae et cognitionis penitus esset 
interitura. Idcirco haec cum ita essent, non poteram non facere, quin da commentandis his rebus et saepe et diu cogitarem. 
Inter cogitandum quidem tantas res, tam dignas, tam utiles, tam in vita hominum necessarias, quae sese censebam viri boni et 
studiosi conari, ut partem hanc eruditionis, quam prudentissimi maiores semper maxime facissent, ab interitu vendicarem.» 
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結びにかえて 
15世紀初頭のイタリアは近代的な建築家が誕⽣した時代である。都市国家の君主はパトロ

ンとなって彼らを任⽤し，聖俗の多様なモニュメントで都市を飾り始めた。特にブルネッレ
スキとアルベルティは初期ルネサンスを代表する建築家としてこれまで多く語られてきた。
とりわけアルベルティの De re aedificatoriaは後世の建築⽂化への広範な影響⼒ゆえに，また建
築書という⽂脈をこえた，汲めども尽きせぬ豊かなテクストであるがゆえに，様々な研究領
域において多彩な読解がなされてきた。序章でも述べたように，De re aedificatoriaの研究に関
しては，以下の 3つの研究のタイプに分類することができる。 

 

I. De re aedifitacoriaのモデルを，ウィトルーウィウスの『建築⼗書』に置き，両者を⽐較検討
する研究9 

II. 構造主義や⾔語理論に基づいた哲学的な分析10 

III. キケローを代表とする修辞理論をモデルに構築された建築理論としての De re aedificatoria

という⾒解11 

 

研究の潮流を俯瞰すると，とりわけ建築史の分野では，ウィトルーウィウスとの⽐較や，
アルベルティの建築実作解釈のよりどころとして De re aedificatoriaが語られることが近年では
少なくなった。⼀⽅で，アルベルティの著述はもちろん，古代・中世の幅広い古典的作品を
中⼼に数多くの⽂献を渉猟しつつ De re aedificatoria読解につなげるという⾒⽅が主流になって
きたといえる。特に De re aedificatoriaのモデルを修辞学論に置くという⾒⽅は隆盛を極めてい
る。De re aedificatoriaに建築論という狭隘なカテゴリーを越えた豊かな⽂学的仕掛けや技巧，
すなわち修辞学的要素がちりばめられているのは，アルベルティの残した業績やその⽂体か
ら⾔っても間違いない。このような⽂学的な観点からの De re aedificatoria解釈は，2004年のア
ルベルティ⽣誕 600 年を契機にした⼤量にあらわれた研究成果によるところが⼤きい。例え
ば，アルベルティが読んだ多数の年代を問わない⽂献が，アルベルティの著作においてどこ
でどのように引⽤されているかという⽤語・⽤例索引が編まれている12。また，アルベルティ
の著作は古代や中世の著作の「モザイク」であると主張され，アルベルティの著作が引⽤の
結合から成⽴していることが強調されている13。アルベルティの活動場所であった宮廷や⼈⽂
主義者集団という，彼の⽂芸活動や芸術制作の背景を通して De re aedificatoriaを解釈する流れ

                                                        
9 Richard Krautheimer, “Alberti and Vitruvius”, op. cit. (1963), pp. 42-52; John Onians, Bearers of Meaning, op.cit. 

(1988), pp. 147-157; Hanno-Walter Kruft, “Leone Battista Alberti”, in A History of Architectural Theory from Vitruvius to The 
Present, Translated by Ronald Taylor, Elise Callander and Antony Wood, New York, Princeton Architectural Press, 1994, pp. 
51-65. 

10 Françoise Choay, La règle et le modèle, op.cit. (1996), pp. 90-170. 
11 Hans-Karl Lücke, “Alberti, Vitruvio e Cicerone”,in Leon Battista Alberti, a cura di Joseph Rykwert e Anne Engel, 

Milano, Olivetti/Electa, 1994, pp.70-95; Veronica Biermann, «Ornamentum»: Studien zum Traktat «De re aedificatoria» des Leon 
Battista Alberti, Hildesheum-Zürich-NewYork, Georg Olms Verlag, 1997; Joseph Rykwert, “Theory as Rhetoric: Leon 
Battista Alberti in Theory and in Practice”, in Paper Palaces - The Rise of the Renaissance Architectural Treatise - , Edited by 
Vaughan Hart with Peter Hicks, New Haven and London, Yale University Press, 1998, pp. 33-50. 

12 Leon Battista Alberti. La biblioteca di un Umanista, a cura di Roberto Cardini con la collaborazione di Lucia Bertolini 
e Mariangela Regoliosi, Firenze, Mandragora, 2005. 

13 Alberti e la Tradizione: per lo “Smontaggio” dei “Mosaici” Albertiani, Atti del convegno Internazionale del Comitato 
Nazionale VI centenario dalla nascita di Leon Battista Alberti (Arezzo, 23-25 settembre 2004), a cura di Roberto Cardini e 
Mariangela Regoliosi, Edizione Nazionale opere di Leon Battista Alberti / Strumenti. 4, Firenze, Polistampa, 2 Tomi, 2007. 
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も忘れてはならない14。しかし，以上の研究成果の⼀部は既に相互参照されているが，まだま
だ消化されていない。これら最新の研究成果を消化した，De re aedificatoriaの学際的な研究が
待たれている。 

このように，De re aedificatoriaは多⽅⾯から包括的に⾒直されつつあるにもかかわらず，結
章にあたる第⼗書だけはほとんど⼿がつけられていない。第⼗書は De re aedificatoriaの，「付け
⾜し」，「ガラクタ⼊れ」と⽚付けてきた。なぜなら，第⼗書は「修復」と名付けられている
にもかかわらず，修復との関連性がにわかには推測し得ない⽔についての記述が⼤部分を占
めるからである。サン・ピエトロ⼤聖堂を例に挙げながら，壁の修復についてわずかに語ら
れる点が「修復」と理解できるのみである。近年ようやく第⼗書再検討の機運が⾼まってき
たが，第⼗書は De re aedificatoriaで展開されるアルベルティの建築論を解釈するためには括弧
にいれられるべきだと主張され，「修復」の意味については問われていない15。 

しかし，アルベルティが De re aedificatoria序⽂にて第⼗書の位置づけを明確にしている点，
De re aedificatoria全体を通して，建築の古さの絶対的な価値を主張し，現前する建築の保存・
修復が設計の第⼀⼿であると強調している点は忘れられてはならない。第⼗書で語られる⽔
についての記述が，アルベルティが⾔う「修復」とどう結びつくのか明らかにすることが，
De re aedificatoria理解にとって必要なはずである。この課題達成のためは，これまで単なる建
物の修復と考えられてきた「修復」«instaurare»（«instaurare»を，動詞 instauroと名詞 instauratio

の両⽅を含んだ語として便宜的に⽤いる。）の意味を再検討することが必要であった。そのた
めには，アルベルティが⽤いる«instaurare»の語義と⽤法を正確に解明することが求められる
のである。また，第⼗書が明⽩な意図のもと De re aedificatoriaに組み込まれていることを⽰す
ためには，De re aedificatoria第⼀書から第九書と第⼗書の連関について，もういちど考察する
必要もあった。さらに，アルベルティが De re aedificatoriaを教皇ニコラウス五世に献呈したと
いう，De re aedificatoriaの執筆動機とその⽬的の再検討もなされなければならなかった。 

以上のような問題意識のもと，第⼀章において，「修復」を指し，第⼗書のタイトルであ
る，«instaurare»の語義と語源についての検討の必要性を提⽰した。そのなかでウルガタ聖書
において«instaurare»という⾔葉を⽤いて列王の神殿再建事業が語られていること，フラー
ヴィオ・ビオンド (1392-1463) による『ローマ復興』Roma instaurata16 (1444-46) において，
皇帝や教皇によるモニュメントの修復を«instaurare»は指していることの 2 点に着⽬した。⽤
例，⽤法からしてアルベルティが⽤いた«instaurare»は，権⼒者による⼤きな再建事業や，「聖
なる」修復を意味していると考えられるのである。当時，アルベルティが仕え，De re aedificatoria

を献呈した教皇ニコラウス五世 (在位 1447-55) は，神の国としてのローマ復興という壮⼤な
計画を進⾏させていた。«instaurare»の意味はその⽂脈において解釈されうる。この考察にも

                                                        
14 Alberti e la Cultura del Quattrocento, Atti del convegno Internazionale del Comitato Nazionale VI centenario dalla 

nascita di Leon Battista Alberti (Firenze, 16-18 dicembre 2004), a cura di Roberto Cardini e Mariangela Regoliosi, Edizione 
Nazionale opere di Leon Battista Alberti / Strumenti. 5, Firenze, Polistampa, 2 Tomi, 2007. 

15 Pierre Caye, “La Place du Livre X dans le De re aedificatoria”, in «ALBERTIANA», VII, Leo S. Olsciki, 2004, 
pp.23-40; Hartmut Wulfram, “La posizione dominante che occupa il tema dell’aqua nel X libro. Un esempio dell’importanza 
che assume il modello vitruviano nela composizione del De re aedificatoria”, in Leon Battista Alberti teorico delle Arti e gli 
impegni civili del «De Re Aedificatoria», Atti dei Convegni internazionali del Comitato Nazionale VI centenario della nascita di 
Leon Battista Alberti (Mantova, 17-19 ottobre 2002 / Mantova, 23-25 ottobre 2003), a cura di Arturo Calzona, Francesco 
Paolo Fiore, Alberto Tenenti, Cesare Vasoli, (Ingenium n° 9), Firenze, Leo S. Olschki, 2 tomi, 2007 pp.965-983. 

16 本論で使⽤した Roma instaurata は以下の著作に収容されたテクストによる。Cesare D’onofrio, Visitiamo 
Roma nel Quattrocento – La città degli Umanisti -, Romana Società Editrice, 1989, pp. 93-268. 
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とづけば，第⼗書は教皇のローマ復興の実践的内容ではないかという新たな視点が提⽰され
る。 

第⼆章では，第⼗書と教皇によるローマ復興を結びつけるため，1452年にローマにて発布
された『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』17を検
討した。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。しかし，そのローマ復興について，
アルベルティは計画に関与していなかったとするタフーリの研究に代表される⽴場を乗り越
えなければ，第⼗書とローマ復興をむすびつけるインパクトは薄い18。そこで，そのタフーリ
説を批判的に解釈するために，De re aedificatoria第⼗書の執筆年代と『モムス』Momus19の執筆
年代とその中⾝を考察した。『モムス』は反ニコラウス五世としてのアルベルティ像の最⼤の
根拠となってきた作品である。タフーリが依拠するように『モムス』はこれまで 1443年から
遅くとも 1452 年までに書かれたと考えられてきた。しかし，1452 年に着⼿され，1455 年頃
の完成であるという⾒解が近年有⼒であることを指摘した。⼀⽅の De re aedificatoria第⼗書は
1452年までには完成していた。確かに『モムス』には，ニコラウス五世の実現不可能なほど
途⽅もない復興計画への徹底的なこきおろしが⾒られる。しかしそこで展開されるのは，教
皇の計画すべての批判ではなく，加速度的に壮⼤さを増した 1453年以降の復興計画への批判
である。つまり，タフーリの⾔うような『モムス』における教皇への批判は De re aedificatoria

には結びつかない。少なくとも De re aedificatoria第⼗書が教皇のローマ復興の実施指針である
ことは⾸肯しうるのである。 

第三章は，教皇の建築アドバイザーとしてのアルベルティに対し，ライバルとしてジャン
ノッツォ・マネッティを設定し，マネッティとアルベルティのテクストを⽐較検討しながら，
ニコラウス五世のパトロネージをめぐって，教皇とアルベルティのあいだにどのような関係
があったのか考察している。マネッティが1453年に教皇庁に秘書として着任することにより，
ジャンノッツォがアルベルティに替わり，教皇の建築プロジェクトのアドバイザーとなった
のではないかということを指摘している。ジャンノッツォの建築描写がみられる弁論 De 

Secularibus et Pontificalibus Pompis『世俗と教皇庁の式典について』20には，活き活きとしたフィ
レンツェ⼤聖堂の建築描写がみられる。このような建築描写を含むテクストは当時⾮常に珍
                                                        

17 « Li statuti de li maestri de li edefitii di Roma novamente fatti de mandato de nostro signore papa Nicolò quinto » 以下の
雑誌に掲載された原⽂を参照。Emilio Re, Maestri di Strada, in « Archivio della Società Romana di Storia patria », 43, 1920, pp. 
86-102. 

18 タフーリの研究は，Manfredo Tafuri, “‘Cives esse non licere’. Niccolò V e Leon Battista Alberti.”, Ricerca del 
Rinascimento : principi, città, architetti, Giulio Einaudi editore, 1992, pp.33-88. その他，タフーリの説を積極的に⽀持する
ものとして，Charles Burroughs, From signs to design : environmental process and reform in early Renaissance Rome, MIT Press, 
1990; Idem., “Alberti e Roma”, in Leon Battista Alberti, op. cit. (1994), pp.134-157; Stefano Borsi, Leon Battista Alberti e Roma, 
Fondazione Spadolini Nuova antologia, Polistampa, 2003; Christine Smith and Joseph F. O'Connor, Building the Kingdom: 
Giannozzo Manetti on the Material and Spiritual Edifice, Brepols, ACMRS, 2007. 

19 Leon Battista Alberti, Momus, English tranlated by Sarah Knight. Latin text edited by Virginia Brown and Sarah 
Knight, Cambridge (US)/London, Harvard University Press, 2003. 

20 Christine Smith and Joseph F. O’Connor, Building the Kingdom, op. cit. (2007), pp. 305-359. 
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しく，教会堂というアレゴリカルな象徴に包まれた建築にこのような描写が果たした役割は
⼤きいと考えられる。ニコラウス五世やシジスモンドのような君主たちがジャンノッツォに
⾃らがパトロンとなって進めているモニュメント建設に助⾔を求めたとことは⼗分に考えら
れるのである。 

第四章は，De re aedificatoria第⼗書の解題である。そしてその第⼗書と，ウィトルーウィウ
スの『建築⼗書』の第⼋書との⽐較検討を⾏っている。De re aedificatoria第⼗書は『建築⼗書』
第⼋書からの引⽤が多くみられ，これまでも幾⼈かの研究者によって，その⽐較がなされて
きた。De re aedificatoria第⼀書から第九書と，第⼗書は違う意図を持って記述されたことが，
ウィトルーウィウスとの⽐較から明らかになる。第⼀書や第四書などの補⾜的事項を第⼗書
で述べるとアルベルティは De re aedificatoriaで繰り返し書いている。しかし，その第⼗書は「付
けたり」という解釈を許すほど，第九書までとまったく違う性質をもつものではない。 

第五章では，第四章での解題をもとに，第⼀書と第⼗書，第四書と第⼗書，第九書と第⼗
書を⽐較することでそれらの連関を指摘し，全⼗書の有機的な構造を指摘した。«vitium»，
«decor»，«concinnitas»，«commoditas»，というキーワードとともに，第⼀書から第⼗書までを
再考した。De re aedificatoria に通底しているのは，建築の古さの価値と，建築の永続性である。
そして，建築創作は，⽋陥«vitium»を修復し，均整«concinnitas»を取り戻すことであると De re 

aedificatoriaからは読み取れる。 

以上のように，本研究では古代からアルベルティまで連なる膨⼤な⽂献における
«instaurare»の語義と⽤法を調査した。その結果，アルベルティの⽤いる«instaurare»が聖⼈や
権⼒者による⼤規模な再建事業という特定の意味を⽰すことが明らかになった。さらに，同
時代の状況からアルベルティが⾃ら想定する修復⾏為をニコラウス五世によるローマ復興と
結びつけており，ここから第⼗書をその復興の⼿引きと読むことができると結論づけた。こ
れまで等閑視されてきた第⼗書に焦点を当て，その意味の⼀端を明らかにした点は⼤きな収
穫であり，今後の De re aedificatoria研究の基盤の⼀部となりえるのではないだろうか。また，
当時の教皇庁のローマの都市計画に関する⽂書資料と，アルベルティと同職であった⼈⽂主
義者ジャンノッツォ・マネッティのテクストを第⼗書の意味づけの補完的材料としているこ
とは，当時の教皇を代表とするパトロンと建築実践の関わりという点の解明にもむすびつく。
そして， De re aedificatoria の結書である第⼗書を教皇のローマ復興という都市修復についての
実践的な内容であるという視点から De re aedificatoriaを読みなおすと，第⼀書から第九書まで
を修復の理論書と読みかえることができる。第⼀書から第九書で議論されていることは，建
築の古さの価値であり，既に存在する建築世界の⽋陥«vitium»を「修復」し，均整«concinnitas»

を取り戻すことであると解読できるのである。しかし，⼀⽅で今後残された課題も少なくな
い。修辞，⽂章構成，引⽤の⽅法などを巡る，⽂献学，神学，哲学的な研究が De re aedificatoria 

の解釈やアルベルティの建築作品考察に与えた影響は⼤きいものの，逆に建築作品の解釈が
アルベルティの⽂筆活動にいかなる影響を与えたのか考察されることがほとんどない。しか
し，今後アルベルティを建築史的に考察していくならば，この⼀⽅通⾏ともいえる研究の潮
流をかえるべく，互いのベクトルを統合し，相互に浸透し影響を与えている様を明らかにし
なければならないだろう。
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図版 
 
 
 

 
図 序-1 : バーンズがアルベルティ作という浴場建築の平⾯図 

 
 
 

 
図 序-2 : バーンズ作成の浴場建築平⾯図の⼨法⼊り平⾯解析図 

 



図版 

 137 

 
図 序-3 : リクワート／タヴァーナーによるサン・セバスティアーノ教会堂推定復元 正⾯⽴⾯図 
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図 序-4 : ウィットコウワーによるサン・セバスティアーノ教会堂推定復元 正⾯⽴⾯図 

 
 

 
図 序-5 : ボルシによるテンピオ・マラテスティアーノ推定復元 俯瞰図 
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図 序-6 : タヴァーナーによるテンピオ・マラテスティアーノ推定復元 正⾯⽴⾯図 
 

 
図 序-7 : ギラルディーニによるサン・セバスティアーノ教会堂 実測平⾯図 
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図 序-8 : ルチェラーイ邸の修復⼯事報告書によるファサードの⽯材分類について 
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図 序-9 : テンピオ・マラテスティアーノ修復⼯事における現状実測⽴⾯図 
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図 序-10 : ニッコロ三世騎⾺像の台座 
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図 序-11 : サン・ジョルジョ⼤聖堂の鐘塔 

 



図版 
 

   144 

 

図 序-12 : ナポリのカステル・ヌオーヴォ凱旋⾨ 
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上から順に， 
図 序-13 : 《理想都市》，ボルティモア，ウォルターズ美術館所蔵 (作者は不詳であるが，イタリア中部の画
家によるものと推定されている。1480/1490年?, Baltimore, The Walters Art Museum, inv. 37. 677) 
図 序-14 : 《理想都市》，ウルビーノ，マルケ国⽴絵画館所蔵 (作者は不詳であるが，イタリア中部の画家に
よるものと推定されている。1480/1490年?, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, inv. 1990 D37) 
図 序-15 : 《理想都市》，ベルリン，ボーデ博物館所蔵 (作者は不詳であるが，イタリア中部の画家によるも
のと推定されている。1480/1490年?, Berlin, Bode-Museum, inv. 1615) 
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図 序-16 : バルツァーニによるサンタンドレア教会堂の 3D実測図 
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上から順に， 
図 序-17 : サンタンドレア教会堂 ファサード 
図 序-18 : サンタンドレア教会堂上部の «Ombrellone» 
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上から順に， 
図 1-1 : ニコラウス五世によってトレヴィの泉が再建されたことを⽰す碑⽂。Federico Franzini, Trevi Fontain, 
Roma, 1643. より。この碑⽂はフランツァーニによって短縮化されており，もともと“NICOLAUS V PONT. 
MAX / POST ILLUSTRATAM INSIGNIBUS MONUMENTIS URBEM / SUA IMPENSA IN 
SPLENDIDIOREM CULTUM / RESTITUI ORNARIQ. MANDAVIT / ANNO DOM. JESU CHRISTI 
MCCCCLIII / PONTIFICATUS SUI VII.”と彫られていた。  (A. Ciacconius, Vitae e res gestae pontificum 
romanorum, vol. 3, Roma, 1667, p. 961.) 
図 1-2 : アントニオ・テンペスタが描いたトレヴィの泉周辺 (Antonio Tempesta, Recens hodie iacet almae Urbis 
Romae, Roma, 1593.) 
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図 2-1 : ウェストフォールによるローマ地図。パーパ通り，ペッレグリーノ通り，レッタ通りの 3 つの通り
の位置関係がよくわかる。 
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図 2-2 : ハルトマン・シェーデル『ニュルンベルク年代記』によるローマ絵図。サンタンジェロ橋のたもと
に 2つの⼩さな教会堂がみてとれる。 (Hartmann Schedel, Liber Chronicarum, Nürnberg, 1493.) 
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上から順に， 
図 2-3 : マッテオ・デ・パスティ作のマラテスタ神殿外観が刻まれたメダル (1450年作, ベルリン, プロイセ
ン⽂化財団所蔵) 
図 2-4 : マッテオ・デ・パスティ作のマラテスタ神殿外観が刻まれたメダル (1450年作, ラヴェンナ，国⽴博
物館所蔵) 
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図 2-5 : マッテオ・デ・パスティ作のマラテスタ神殿外観が刻まれたメダル (1450年作, リミニ，個⼈蔵) 
図 2-6 : マッテオ・デ・パスティ作のマラテスタ神殿外観が刻まれたメダル (1450年作, リミニ，市⽴博物館
所蔵) 
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図 3-1: サンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂。上から順に，クーポラ外観，内部クーポラ⾒上げ 
内部⼊⼝から内陣⽅向。 
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上から時計回りに， 
図 3-2: トラクテンバーグ作成のサンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂の平⾯図。1296年のアルノルフォ・
ディ・カンビオによるプロジェクトの再現平⾯と 1357年のフランチェスコ・タレンティによって拡張された
平⾯図。単位はブラッチョである。 
図 3-3: 1357年 6⽉ 19⽇の史料をもとにした当時の⼤聖堂の復元平⾯図，トーカー作成，カミッロ・ボイト
によるアルノルフォ・ディ・カンビオ計画案の復元図と現状平⾯図，フランクリン・トーカー (Franklin Toker) 
作成の⼤聖堂の建設過程 
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上から順に， 
図 3-4: サンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂の平⾯図。 ネッリによるエッチング (G. B. Nelli, Descrizione 
e studi ell’insigne fabbrica di S. Maria del Fiore, Firenze, 1733.) にトラクテンバーグが⼨法を記⼊したもの。 
図 3-5: トラクテンバーグによるサン・ジョヴァンニ洗礼堂とドゥオーモ幅の⼨法の関係性を表す図。 
図 3-6: サンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂東奥平⾯計画のための幾何学的操作について (トラクテン
バーグ作成) 
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上から順に， 
図 3-7: サンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂の断⾯図。 ネッリによるエッチング (G. B. Nelli, Descrizione 
e studi ell’insigne fabbrica di S. Maria del Fiore, Firenze, 1733.) にトラクテンバーグが⼨法を記⼊したもの。⾝廊⻑
さが 144ブラッチャ，⾼さが 72ブラッチャ，ドーム幅 72ブラッチャ，⾼さが 144ブラッチャとある。 
図 3-8:サンタ・マリア・デル・フィオーレ⼤聖堂断⾯の⽐例関係。トラクテンバーグによる。 
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本研究は，修⼠課程の頃から興味を持ってきたテーマに⽀えられている。今⽇でも同様で
あるが，当時，建築の修復と保存の問題が盛んに議論されており，今ある建築をいかに利⽤，
活⽤するかが問われていた。建築創作の場にも，過去へのまなざしが必要となっているが，
建築家達の新しい建築創造の陰にその意識は隠れており，建築の創作と保存が乖離している
状況であった。現代の建築の創作活動に対する疑問と，20世紀にヨーロッパが作り上げた建
築の保存・修復概念を前提条件とし，保存制度や技術的な問題ばかりがクローズアップされ
る建築の保存・修復活動に対しての疑問を出発点に，研究テーマを探していた。そのような
経緯で，建築の保存・修復の概念史に⽬を向けていた1。そして，すでに何度も述べたように，
現代の建築・保存概念の源流をアルベルティに⾒ていたフランソワーズ・ショエの⾔葉に導
かれるようにアルベルティ研究へと⼿を染めることとなった。現在の建築創作活動とは違う，
建築の保存・修復⾏為の⼀部としての建築創造ともいえる，創作と保存が渾然⼀体になった
アルベルティの姿を捉えることができたなら，現代の建築・保存概念に新たな視座を与える
ことがつながるのではないかと考えていたが，当初の⽬論⾒を達成するにはまだまだ研究を
深めていく必要があることをひしひしと感じている。 

最後に今後の課題について述べておきたい。本論第⼀章において，アルベルティの
«emendare»に触れながら，創造的校正といえるような⽂献校訂の考え⽅が建築設計にも取り
込まれた可能性を指摘した。アルベルティおける著述と建築創作の関係はさらなる考察が必
要であろう。そのためには，アルベルティを含めた 15世紀における建築的描写の実際を建築
制作との関係で明らかにする必要がある。本論でも少し触れたが，建築的描写とは，建築や
都市の空間や建築装飾についての修辞的な⽂章による⽣き⽣きとした描写を指す。建築的描
写を読み解くためには，エクフラシスという修辞学の技法を理解することが必須である。建
築や空間についての描写のうち，⽣彩さやいきいきとした印象（エナルゲイア）を受け⼿に
与えることによって現前に真実さをもって⽴ち現れるような描写を古代以来エクフラシスと
呼んできた。そもそもエクフラシスは，⼈物，出来事，場所，時間についての鮮明な描写を
指してきたが，ルネサンス以降，絵画，彫刻，建築などの視覚芸術を詳細に描写した⾔論へ
と変化していく。しかしそもそも，エクフラシスが初期ルネサンスにおいて，⼈⽂主義者た
ちによっていかに受容され，実践されてきたかについては未整理である。視覚的な情報処理
が圧倒的な優位を獲得する 15世紀において，⾔語によって視覚的な体験を代弁する技法であ
るエクフラシスが建築的描写に果たした役割を解明する意義は⾮常に⼤きいだろう。つまり，
建築的描写を巡った修辞学と建築創作の相互作⽤に関してはこれからさらに研究を進めてい
く必要がある。 

De re aedificatoriaという建築をめぐるの⼤作があるがゆえか，アルベルティのそれ以外の著

                                                        
1 とっかかりとして，次の著作を読み進めていた。Françoise Choay, L’Allégorie du patrimoine , Paris, Seuil, 1992 

(1999, nouvelle édition revue et corrigée); ユッカ・ヨキレット, 『建築遺産の保存その歴史と現在』, 益⽥兼房監修, 秋
枝ユミイザベル訳, アルヒーフ, 2005. 
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作を建築的観点から読み解く試みはまだまだ少ない。De re aedificatoriaよりも前に著された『苦
悩からの脱却』は，フィレンツェの⼤聖堂の建築描写を含め，⽂字による建築空間の表現，
構想がそこかしこにみられるにもかかわらず，アルベルティの建築創作と結びつけて理解し
ようとはされてこなかった。しかし，建築的描写という建築を⽂章で構築する⼿法と実際の
建築創作が近接しているという観点から『苦悩からの脱却』を読み解けば，おのずと建築的
描写こそが建築創作の出発点であるというアルベルティの意識が導かれるはずである。また，
『モムス』は⼈間世界や都市の諸相や理想的な環境についての建築的描写が綴られている。
その記述はこれまで，教皇ニコラウス五世のローマ復興計画への批判的⽂章という⽂脈での
み語られてきた。しかし，『モムス』での建築的描写はそのような狭い観点でのみ解釈されて
はならない。建築的描写＝建築創作であるとまで踏み込んで解釈するべきである。『モムス』
の建築的描写を分析し，アルベルティの理想都市像や都市という空間に対する認識を明らか
にすることは，アルベルティの建築創作とそれを通じた新たな都市空間の創⽣を理解するこ
とにつながるのである。 

建築的描写分析は，初期ルネサンスの⽂芸と美術と建築というこれまで独⽴に研究されて
きた分野を架橋するテーマであり，⽂学や思想史，美術史，建築史において極めて重要な基
盤と新たな⾒⽅を提供するとも考えられる。初期ルネサンスの建築史において⽂字を紡ぐこ
とで頭の中で建築を構想した⼈⽂主義者を「建築家」として分析することがこれまで⽋けて
きた。少数の知的エリートの集団のなかで育まれたテクストによる建築創作という系譜にア
ルベルティを置くことができれば，初期ルネサンス建築史の全体像解明にも寄与できるかも
しれない。 

 

 

 

 

 

謝辞 
⻑い学⽣⽣活をへて，本研究をまとめる上で多くの⽅々から有形・無形のご⽀援・ご指導

を賜りました。とりわけ学部⽣の頃から 10年近くにわたりご指導，ご鞭撻いただいた，京都
⼯芸繊維⼤学⼤学院・⼯芸科学研究科准教授の⻄⽥雅嗣先⽣に⼼より感謝申し上げます。先
⽣のご研究と帯同させていただいた実測調査での経験，私の拙い論⽂の原稿を⼿に⼀対⼀で
アドバイスしてくださったこと，週例のゼミで建築をめぐる広範なお話を拝聴したこと，そ
のすべてが本研究の種と核になりました。先⽣からの教えを糧に今後も研究に邁進していき
たいと思っております。ありがとうございました。また，京都美術⼯芸⼤学教授の⽇向進先
⽣や本学⼯芸科学研究科教授の⽯⽥潤⼀郎先⽣，同教授の中川理先⽣，同教授の⼩野芳朗先
⽣を初めとする建築史・都市史の教員の⽅々にはご講義やゼミを通じ，様々な形でご指導を
賜りました。本学の造形科学専攻のような⼤変刺激的な環境で学位論⽂執筆を⾏うことがで
きたのは望外の喜びでした。⼼より感謝申し上げます。本研究は，京都⼯芸繊維⼤学名誉教
授の相川浩先⽣によるアルベルティを中⼼としたルネサンス建築史研究のご蓄積がなければ，
完成することはありませんでした。相川先⽣は若輩の私を⾃宅にお招きくださり，拙い話に
真剣に⽿を傾きになられた後に的確なご意⾒を述べられて，さらには貴重な資料を快くお貸



あとがき 

 

   174 

しくださいました。この場を借りて⼼より感謝申し上げます。 

博⼠課程在学中のフランス留学に関しては⽇本学⽣⽀援機構の留学⽣⽀援制度（短期派遣）
ならびに，京都⼯芸繊維⼤学基⾦奨学⽣としての給付⾦により，充実した在学研究を⾏うこ
とができました。ここに記して感謝の意を表します。また留学の受け⼊れ指導を快諾してく
ださった，国⽴⾼等研究院・研究指導教授のサビーネ・フロンメル先⽣，留学中⼿続きなど
でお世話になった同研究院・国際交流アジア・アメリカ地域担当のクリストフ・ヴァリア＝
コレリーさん，そして，並びに本学国際企画課の職員の皆様に感謝申し上げます。フロンメ
ル先⽣の情熱的なご講義とゼミでの丁寧なご指導により，本研究を推敲することができまし
た。その他にもフロンメリーニと呼ばれたゼミの優秀な学⽣たち，国際⼤学都市⽇本館で知
⼰を得たみなさまには，研究の広がりと⾯⽩さ，研究者を⽬指す者の矜持を教えてもらいま
した。 

院⽣室で机を並べた諸先輩がたには，時にご迷惑をおかけしつつ研究⾯と⽣活⾯の両⽅で
たいへんお世話になりました。後輩のみなさんには，フレッシュな若さに元気をもらい，様々
な⾯において⼿を貸していただきました。みなさんのお⼿本となるような先輩になれるよう
今後も精進していきます。ありがとうございました。 

⽬指すべき研究者像として，ルネサンス研究の先達として，様々な⾯で⽀援と刺激をいた
だきました，⼤阪⼤学⼤学院⽂学研究科准教授の桑⽊野幸司⽒にも⼼より感謝申し上げます。
⽒の研究を 15世紀イタリアを舞台に展開してみたいということも，本研究の⽬論⾒の⼀つで
した。その他にも，学会やシンポジウムなどでご相談に乗ってくださった先⽣⽅にも篤く御
礼申し上げます。諸分野の偉⼤な学者の⽅々との交流は本研究の構成や論点に⼤きなインス
ピレーションとなりました。 

最後に，ときにお祭り騒ぎのような宴を開催して，私を励まし精神的に⽀えてくれたタフ
な友⼈たち，これまで⽇頃の⽣活を⽀えてくれた家族にも感謝します。両親は，⻑引く学⽣
活に嫌な顔ひとつせず，常に私の体調を気遣ってくれました。ありがとうございました。そ
して，すでに 7年間連れ添ってくれている妻にも。 


