
2019 年度 日本建築学会 
近 畿 支 部 研 究 発 表 会 

         

 

A Study on the Wards and Concepts of the Representational Media in Alberti’s Architectural Theory; 
the role of the concept of linear perspective in the definition of a building 

ISAO Miki

 

1．はじめに 

レオン・バッティスタ・アルベルティ（Leon Battista 

Alberti, 1404-1472 ） は 『 建 築 論 （ De re 

aedificatoria）』注１)（1452）で自らの建築理論を展開

している。既往の諸研究によれば、同書においては、

建設に不都合な、実際と異なる歪んだ画像をもたら

すという理由から、建築家に対して透視図法（linear 

perspective）の使用禁止が示唆されているとされる注

２)。しかし、筆者は、アルベルティの建築理論におけ

る表現媒体を示す言葉と概念について検証する中で、

彼にとって、透視図法は、必ずしもそうした歪んだ

画像をもたらすものではなく、画家のみならず建築

家や彫刻家にも用いられるものであることを確認し

た注３)。そうしたアルベルティの透視図法の捉え方を

より詳しくみた場合、彼は同図法について、建築を

含む様々な造形芸術創作上の基本的な技術として認

識していることを理解した注４)。アルベルティとって、

造形芸術について考えたり実行したりする上で、透

視図法の概念は、必要不可欠な何らかの機能をして

いたに違いない。そこで、本稿では、アルベルティ

の造形芸術なかでも建築概念の形成に透視図法概念

が果たした役割について、双方の概念の関連点を浮

かび上がらせながらみていきたい。 

 

2. 透視図法と建築の基本的な捉え方 

2-1. 透視図法の場合 

アルベルティは『建築論』に先立つ『絵画論（De 

pictura）』注５)（羅語版 1435, 伊語版 1436）において

自らの絵画理論なかでも透視図法理論を明らかにし

ている。その場合、かの視的ピラミッド（pyramis 

visivae）の法則が中枢をなす論理として提示されて

いる。その論理の説明のうち、透視図法に関する部 

 

 

Fig. 1 透視図法の概念図（作図筆者） 

 

分に着目すれば、アルベルティが示す透視図法は、

Fig. 1 を介して以下のように理解できる。 

透視図法は、特定の距離 X-V・視点 V と物体上の面

の縁（外周）（limbus）ABCD とそれらを結ぶ視的光

線（中心光線を軸とする外部光線）をもってピラミ

ッド ABCDV を形成し、それにより、特定の画面 PP

上に物体を線画像（ limbus） abcd が成す図形

（signum）abcd として示すための画（図）法である。 

2-2. 建築の場合 

アルベルティは『建築論』の中で建築を定義してい

る。それによれば、建築（aedificium）とは、人体を

始めとする様々な物体（ corpus）に似て、輪郭

（lineamentum）とそれに従う物質（materia）とい

う二つの構成要素から成り立つものである。しかも、

これを敷衍し、物質を構造（structura）に置き換え

たかたちで、建設に関する事象（res aedificatoria）

についての定義もしている。また、アルベルティが

自らの彫刻理論を示す『彫刻論（De statua）』注６)（c. 

1456）にもよれば、建築と彫刻（statua）は、輪郭

と物質という二つの共通概念によって、全く同様に

定義されている。 

主に『建築論』によれば、作品の創作上、この輪郭

と物質ひいては構造という構成要素のうち、前者は

才能（ingenium）によって導かれる一方で、後者は
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当の輪郭に即して上手に扱われるべきものとされる。

より詳しくは、前者は、主に作品の創意工夫を行う

造形芸術家の頭（心）（mens や animus）の領分、対

して、後者は主にそうした創意工夫に従い作品の制

作を実際に行う造形芸術家自身や職人の手（manus）

の領分に属す対象とされている。 

このように特性を二分したかたちで建築が定義さ

れるに際して、透視図法の概念はどのような作用を

していたのだろうか。みていこう。 

 

3. 透視図法概念と建築概念の関係性 

3-1. 輪郭の諸造形芸術における位置付け 

この点でなによりもまず着目すべきは、『建築論』

だけでなく『絵画論』や『彫刻論』にもよれば、当

の輪郭は、建築や彫刻に特化されるものではなく、

それらほど物質を伴わない造形芸術である絵画にお

いても、模倣（創作）されるべき自然（natura）な

かでも物体がもちうる基本的な特性とされているこ

とである。なぜならば、『絵画論』またアルベルティ

の風刺劇『モムス（Momus）』注７)（c. 1450）によれ

ば、輪郭は、万物の造形を始めとする諸事物の道理

を根本的に解き明かす指標的な要素をなす特性であ

るからとされる。なかでも、それは、『絵画論』を補

足する小論『画家における点と線（De punctis et 

lineis apud pictores）』注８)（1435 以後）によれば、

諸造形芸術家にとって、つくり出すべき作品やその

対象における形を司るものであるとされている。 

ただし、『絵画論』や『建築論』や『彫刻論』によ

れば、輪郭は、本来、想定上つまり頭（心）の中の

ものである。それゆえ、特に『絵画論』や『建築論』

によれば、頭（心）の中のみで作品やその対象にお

ける形に関して輪郭をもとに構想したり整理したり

するだけでは、特に作品の実現に際して起こりうる

失敗を予測することが困難である。そこで、まさに

そうした頭（心）の中で作品における形をまとめひ

きいているはずの輪郭を、頭（心）の中よりも具体

的なところに再現する。それにより、当の輪郭自体

の構成（論理）に不備がないかどうか、かなり時間

をかけて調べる必要があるとされるのである。 

『絵画論』や『モムス』によれば、そうした輪郭を

扱う作業に最も長けた者や技術こそ、画家やその画

家が駆使する画法である透視図法であるとされる。

そのため、透視図法は、画家のみならず、当の画家

に倣って、他の造形芸術家の誰もが、創作上身に付

けるべき、絵画の基礎的な技術であるとされている。

それは、特に『絵画論』によれば、「輪郭に関する技

術［ars in lineamento］」注９)と換言しえるものとされ

ているのである。 

3-2. 輪郭に関する技術としての透視図法 

3-2-1. 輪郭と物質に分離する機能 

この輪郭に関わる技術としての透視図法の特性に

ついては、当の輪郭の特性を踏まえた場合、先の Fig. 

1 を通して、以下のように理解できる。 

輪郭とは、本来、自然の諸物体に潜みその外形

（facies や vultus）を形作る想定上の線（linea）で

ある。それは、透視図法によって、自らの顕在化す

る二つの場面（線）（limbus）のうち、一方の物体上

の面の縁 ABCD を（実際上あるいは想定上）介して、

他方の特定の画面上の線画像 abcd が成す図形

（signum）abcd として初めて再現されることになる。 

このように、アルベルティにとって、透視図法は、

本来不可視の輪郭を顕在化・視覚化したかたちで定

着させるためにある第一のそして唯一の手立てであ

ると言える。それは、物体に潜在する輪郭をその顕

在化する各場面として抽出する。そうすることで、

それは、物体をその実質上の内容である物質と当の

物質の形状を隠れて規定する輪郭という二つの要素

に分離したかたちで最も明確に認識させる働きをし

ていると考えられるのである。 

3-2-2. 面に還元する機能 

また、アルベルティにとって、透視図法は、諸造形

芸術家が模倣（創作）すべき人体を始めとする物体

を面（表面）に還元したかたちで把握させる働きも

していると言える。その場合、面（superficies）と

は、実質上、物体の形態の潜在的な確定要因をなす

輪郭が自ら形作っていると想定される外形、すなわ

ち物体の外側にあらわれている形や図形のことであ

る。そして、そうした面（外形）を視覚的に媒介し

ているのは、当の輪郭が顕在化する場合に視野上や

特定の画面上で形成させる面ということになる。よ

り具体的には、一方で視的ピラミッドの底面として

の物体上の面の縁が成す図形（Fig. 1 での ABCD）、 



 

Fig. 2 画家の形式 

 

 
Fig. 3 建築家の形式 

 

他方で当の視的ピラミッドの切断面としての特定の

画面上の線画像が成す図形（Fig. 1 での abcd）とい

うことになる。 

『建築論』や『彫刻論』、また『絵画論』を補う『絵

画の初程（Elementa picturae）』注１０)（伊 c.1435-36，

羅 c.1450-55）によれば、こうした図形の示し方つま

り作図（circumscriptio）の形式には、次のような二

通りの可能性があるとされる。その一つは、主に画

家のように物体（内）をその視覚認識上の形象に忠

実な図形として総合的に単一の画面に示す場合（Fig. 

2）、もう一つは、主に建築家や彫刻家のように物体

（内外）をその実際の形に忠実な図形として分割し

て複数の画面に示す場合（Fig. 3）である。 

3-2-3. 面として捉えさせる機能 

このように透視図法は、物体を面に還元するのみな

らず、複数の面に分節もして捉えるためのものとし

てあると言える。その場合、特に建築や彫刻におい

てそれは、物体をその実形を保つかたちで作図する

ために活用されるものとしてある。なぜならば、『建

築論』や『彫刻論』によれば、そのように作図され

た物体の図形（Fig. 3 での abcd, ijkel, mnop）を通

して実現すべき作品の形を司る輪郭を吟味し、当の

作品の実現に伴う欠陥を予め回避しておく必要があ

るからとされる。建築に限って言えば、建築家は、

建築を床や壁といった各面の広がりや形に分けて作

図し（circumscribere）、当の建築の外形を、「輪郭自

身に関して建築全般の形態や形象が定まるように」注

１１)見極める。そして、建設の際にそれら面がその各

区域（area）を境界付ける作図上の線（輪郭線）に

即して確実に組み合わされることで、建築がぬかり

なく完成されるように準備しておくべきだとされる。 

このように建築を面として捉えることの極端な例

は、『建築論』の中でも、特に従来不思議な解釈をさ

れてきた注１２)、以下のような柱をめぐる議論であろう。 

「柱の列自体は、多くの箇所で穿たれ開かれた壁に

他ならない。また、何かを支える場面に限って言え

ば、柱自体は、最下部の地面から、屋根の優雅にか

かる最上部へと真直ぐに伸びた、［……］壁体の部分

とみなしてもおかしくはないだろう。」注１３) 

「建設に関わる事象全般の中で間違いなく最上級

の装飾は、様々な柱に関係している。すなわち、一

緒に連なる多くのものは種々の回廊や壁や開口部を

飾る。そして、どんな状況でも単独のものも見苦し

くはない。」注１４) 

これによれば、本質的に、柱とは、壁（面）に穴を

あけて生じた垂直方向の残部のことで、支持体とい

うよりもむしろ装飾物として眺められるものとして

あるとされていることが知られる。しかも、こうし

た柱に関して非常に興味深いのは、エンタシス等の

輪郭が、断面の縁（limbus）を介して絵画の場と呼

ぶ床や壁に等身大で描き出されることで一段と具体

的に把握されるようになるとされていることである。

この点に関して、『彫刻論』によれば、円筒（円柱）

等の断面は、真正面にみる面の区域として、当の断

面（真正面の面の区域）と視的ピラミッドの切断面

が一致するかたちで作図されることになるとされる

（Fig. 4）。 

いずれにせよ、アルベルティにおいて、建築と同様

に一種の人体と形容されうる柱も、透視図法により、

面に還元され認識されるものとして了解されている

ことがわかるのである。 

3-2-4. 美を用と強から引き離す機能 
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Fig. 4 切断面が一致する場合 

 

『建築論』によれば、このように透視法によって輪

郭と共に最も確実に抽出されることになる物体上の

面やその区域は、眺められる対象としての美

（venustas）と装飾（ornamentum）に直に関わる

ところであるとされている。装飾は、美的性質全般

を補完するものであるとされている。そうした密接

な関係にある美と装飾は、特に建築の場合、用

（utilitas）や強（firmitas）といった特性よりも、

はるかに重要な事象であるとされている。なぜなら

ば、美と装飾は、用と強も備えた作品に威厳

（dignitas）や優美（gratia）をもたらす。それによ

り、当の作品に関して、それを見る人々に保護や保

存の念を起こさせ、その帰結として、いよいよ存在

の持続性を保証するもとになるものであるからとさ

れている。そうした作品の完成に関しては、主に面

（区域）の分割（partitio）を工夫しながら最適な装

飾を試み、美と共に「眼の性質上非常に望まれる」注

１５)調和（conncinittas）をはかることが不可欠である

とされている。その場合の諸々の判断については、

視覚を通して頭（心）の中でなされるとされる。そ

こで、そうした視覚に基づく判断に最も秀でた者こ

そ、観察・描写力を誰よりも備えた造形芸術家であ

る、画家にほかならないとされている。同時に、そ

うした画家の観察・描写に要する根本的な技術こそ、

透視図法であるとされているのである。 

こうしたことから、アルベルティにとって、透視図

法は、建築を、世の中での立場上有すべき主要三特

性である用・強・美のうち、最後者を前二者から引

き離して理解させるものとしてあるといえるだろう。

すなわち、それは、建築を、社会的な義務上の観点

から、美と装飾という、特に建築家を含む造形芸術

家の審美眼や技巧に託すべき特性と、用や強という、

特に社会の儀礼や仕来りあるいは職人の経験や熟練

に委ねるべき特性とにも二分したかたちで規定させ

ていると言えるのである。 

 

4. おわりに 

アルベルティにおいて、透視図法の概念は、建築の

概念を、本質的には輪郭と物質、付随的には美・装

飾と用・強という、主と従の特性に分けて形成させ

る役割を担っていたものであるといえるだろう。そ

れは、彼が建築という概念を設定するに際にして、

まさにその建築を概念として捉え整理・構築させる

ような働きを及ぼしていたと考えられるのである。 
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