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1. はじめに 
古来、建築の創作は、建設に先立つ設計の段階に

おいて、素描や図面あるいは模型等の制作を必用と

してきた。本研究では、そうした作業によってつく

られる媒体を、建築設計上の表現媒体（代理的媒介

物）（representational medium）として着目する。

なお、この表現媒体に関して、より普遍化して言え

ば、あるものをある仕方で想定するつまり表象（代

理）する（represent）、そのあるものとは異なる別

のものである、というように理解することができる。 

西洋建築の歴史上、そうした表現媒体を示す言葉や

概念が盛んに整備され始めたのは、ルネサンス期イ

タリアの建築理論においてとされる。なかでも、そ

の理論構築を最もリードしたと思われるのが、『建築

論（De re aedificatoria）』（1452）などの著作で知ら

れるレオン・バッティスタ・アルベルティ（Leon 

Battista Alberti, 1404-72）である。 

既往の諸見解によれば、同書の特に第二書一章では

表現媒体が議論されているが、その場合、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の使用禁止が示

唆されているとされる注1)。しかし、筆者は、アルベル

ティの lineamentum を始めとする表現媒体を示す

言葉と概念について詳しく検証する中で注2)、彼におい

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とされていることを明らかに

した。ただし、その場合、同図法が、アルベルティ

にとって、絵画またそれ以外の造形芸術なかでも建

築を設計する上で、そもそもどういったことに有用

なものとされているのかを解明できていないのであ

る。そこで以下では、これまでの成果を踏まえなが 

 

ら、アルベルティの著作の中で透視図法がどのよう

なものとして扱われているのかをさらに詳しく検証

するという方法をもって、彼が示す建築設計におけ

る同図法の根本的な有用性を明らかにしたい。 

2. アルベルティにおける透視図法の位置付け 
2-1. 視的ピラミッドの法則 

アルベルティは『絵画論（De pictura）』（羅 1435, 

伊 1436）で、自らの透視図法理論を展開している。

そこでは、かの視的ピラミッドの法則が中枢をなす

論理として提示さ

れている。そこで

まずは、同書にお

ける同法則の説明

を、図 1 を介して

整理すれば、次の

ようになる注3)。 

視的ピラミッドとは、頂点としての視点 V

（Viewpoint）とそこからみられる底面としての物体

上の面 ABCD とを結ぶ無数の直線としての視的光線

からなる錐体的形象 ABCDV のことである。このよ

うな視的ピラミッドを構成する視的光線には次の三

種類のものがある。一つ目は、視点と物体上の面の

縁（limbus）ABCD を結びピラミッドの側面を形成

する外部光線、二つ目は、視点とそれに正対する物

体上の面の部分 X を結び、ピラミッドの中心軸をな

し、V-x や X 間の距離を測る尺度をなす中心光線、

三つ目は、物体上の面の視野上の外周内の視点に正

対する部分を除く部分 W と視点を結びピラミッドの

内部を満たす媒介光線である。これらの視的光線は

強さや機能また対応箇所に応じて、特定の距離 X-V・

視点から物体上の面の事象を「切断面」としての網
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図 1 視的ピラミッドの概念図（作図筆者） 



膜（Retina）あるいは特定の画面（Picture Plane）

に伝達することで、まさにその網膜（特定の画面）R

（PP）上に物体上の面の画像 abcdxw を生じさせる。

なお、このうち、透視図法に関する事柄に着目すれ

ば、それは、本来、特定の距離・視点と物体上の面

の縁とそれらを結ぶ中心光線を軸とする外部光線を

もってより簡素な視的ピラミッドを形成し、それに

より、特定の画面上に物体を線画像（limbus）ない

し図形（signum）abcd として示すための画（図）法

ということになる。 

2-2. 絵画の三つの画法 

さらに『絵画論』では、こうした視的ピラミッドの

法則を前提として、「作図［circumscriptio］、図形［自

体］の構成［ compositio ］、明暗法［ luminum 

receptio］」注4)という「絵画を完成する」ための三つ

の画法が提示されている。まず作図は、物体自身が

成す面（形）（図 1 での ABCD）を視覚的に反映する

特定の画面上の図形（図 1 での abcd）を作ること、

次に図形（自体）の構成は、作図によって作られる

特定の画面上の図形の諸部分を相対的に適切に配置

することや組み合わせること、最後に明暗法は、作

図及び図形の構成により予め作られた特定の画面上

の図形に明暗を中心とする色調（図 1 での w）を施

し立体感を与える彩色法とされる注5)。要するに、作図

は、実質的に図形の構成を伴う画法で、明暗法によ

る彩色は、そうした作図による図形が前もって枠組

みとして与えられていないことには、施しえないと

される。そのため、作図は、当の三つの画法の中で

第一の画法としてのみならず、図形と共に、「絵画の

基礎［elementa picturae］」注6)としても位置付けられ

ているのである。 

2-3. 絵画の基礎としての作図の形式 

しかも、作図は、あらゆる造形芸術家の主導者であ

る画家のみならず、その他の造形芸術家にとっても、

必ず身に付けるべき技術とされる注7)。ただし、特に

『建築論』第二書一章には、以下の議論がみられる。 

 

画家と建築家［や彫刻家］では幾何図形［に準えられる図形］

の示し方が次のように異なる。前者は、画板からの凹凸を、

物体の影となる［視点に正対しない］面にも着目し、短縮し

た線と角でもって教えようとする。後者は、影となる面を避

けて、こうした基礎の区画からの凹凸をあるところに配置し、

正面と側面の各々の広がりや形態を他のところに分けて、短

縮のない実際の形に基づく線と角でもって知らせる。それは、

物体自身の形が、目に現れる姿とみなされることなく、特定

の比率と大きさで認められるような図形の示し方である注8)。 

 

 ここで指摘され

る、互いに異なる二

つの図形の示し方

つまり作図の形式

について、図を介し

て要約すれば、次の

ようになる

注9)。すなわ

ち、作図の

形式には、

主に画家の

形式のよう

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（図 2）と、

主に建築家や彫刻家の形式のように物体（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（図 3）の二通りの可能性がある。 

  

3. アルベルティが示す諸造形芸術創作における透

視図法の本来の意義 

いずれせよ、アルベルティにおいて、作図は、透視

図法の一部をなす画法として提示されている。言い

換えれば、透視図法は、全ての造形芸術の主導的な

技術である絵画の基礎の一部をなす作図を伴う画法

であるとされていることが知られる。要するに、透

視図法こそ、絵画のみならず、それ以外の全ての造

形芸術の創作にも利用されるべき、基本的な技術と

して位置付けられていることがわかるのである。な

らば、その場合、透視図法は、そもそもどういった

役割を果たすものであるとされているのか。以下では

透視図法が諸造形芸術創作上その基本的技術として

本質的に果たす役割を明確にし、それにより、本稿

 

図 3 建築家・彫刻家の形式 

図 2 画家の形式 



の結論として、アルベルティが示す建築設計におけ

る透視図法の根本的な有用性を導き出す。 

3-1. 輪郭に関する技術と化した場合の透視図法 

その場合、最初に着目すべきは、アルベルティにお

いて、作図は、絵画を始めとする造形芸術の創作に

際して、「輪郭に関する技術［ars in lineamento］」注

10)と化すとされていることである。しかもその場合、

それは、自らが一部をなす透視図法本来の観点から

すれば、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（一方の limbus）によって物体上の面

の縁（他方の limbus）をその視覚認識上と同じ広が

りの区域に囲ってしるすこと（circumscribere）にな

るとされている。 

このことをより詳しく理解するには、輪郭

（lineamentum）の特性について予め知っておく必

要があるわけだが、それについて、筆者は、既に明

らかにした注11)。すなわち、アルベルティおいて輪郭

とは、本質的には、物体の外形を形作る想定上の線

つまり表現媒体としての線であり、付随的には、頭

（心）の中の図形（signum）を成す線でもある。た

だし、それは、物体上の面の視野上の外周を成す線

いわば縁と、網膜（特定の画面）上の線画像を形作

る線要するに線画像という二つの場面（limbus）に

おいて顕在化するものである。したがって、その場

合、この二つの場面も、付随的には、図形を成す線

ということになる。より具体的には、物体上の面の

縁は物体の視野上の図形を成す線、網膜（特定の画

面）上の線画像は網膜（特定の画面）上の図形を成

す線でもあることになる。なお、この三種類の図形

に通底する特性である図形自体とは、万物の形を抽

象的に表象（代理）する、数学上の表現媒体の幾何

図形（perscriptio）に対して、輪郭・それが顕在化

する二つの場面の付随的特性としてありながら、当

の幾何図形を準え類推的に表象（表現）する、自然

に即した表現媒体のことである。 

このことを、先にみた透視図法本来の特性について

の理解に当てはめ、図 4 を介して説明すれば、輪郭

に関わる技術と化した場合に透視図法が有する機能

的な特性をより詳しく理解できる。すなわち、輪郭

（lineamntum）とは、本来、自然の諸物体に潜みそ

の外形を形作る想定上の線であるわけだが、造形芸

術の創作上、作図

つまりそれを含む

透視図法によって

それは、自らの顕

在化する二つの場

面（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 が成し、自らも付随的

に有する性質としての図形（signum）abcd として再

現されることになる。 

3-2. 諸造形芸術創作における輪郭の位置付け 

そこで次に目を向けるべきは、アルベルティが、こ

のように透視図法の関わる輪郭を、諸造形芸術また

その創作上において最重要な特性として位置付けて

いるということである注12)。すなわち、アルベルティ

によれば、あらゆる造形芸術は自然を模倣しそれを

より完全なものとすることつまり創作することを使

命とするが、その場合、具体的に模倣（創作）すべ

き対象となる、人体を始めとする諸物体は、いずれ

も、輪郭とそれに従う物質からなるものとされる。

そのため、例えば、建築や彫刻は、人体に準えなが

ら、輪郭によって物質を形成することを本質とする

造形芸術であると同時に、それ自体は、そうした自

然の諸物体と同様に輪郭と物質からなる物体である

と定義されている。しかも、輪郭は、建築や彫刻に

特化される特性ではなく、絵画においても、画家に

より観察・模倣（創作）されるべき物体がもちうる

特性の基本をなすものとされている。なぜならば、

それは、あくまで理論上の形の特性として自然の道

理に反する数学上の幾何図形の線と違って、自然界

の様々な形に関する論理に適う形の特性を持つ既述

の三種の図形の中でも、最上位にある頭（心）の中

の図形を成す線としてあるからとされる注13)。 

しかし、アルベルティによれば、自らの造形芸術創

作上での経験上、頭（心）の中のみで作品やその対

象に関して輪郭をつくりだすと同時にそれをもって

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

あるとされる。そこで、まさにそうした頭（心）の

中で作品における形（図形）をまとめひきいている 

 

図 4 輪郭に関する技術としての作図 
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はずの線である輪郭について、それが顕在化する、

物体上の面の縁や網膜（特定の画面）上の線画像と

いう二つの場面を通じて、頭（心）の中よりも具体

的な場の線による図形として再現し、長さや組合せ

におかしなところがないかどうか、かなり時間をか

けて調べる必要があるとされる。そして、そうした

輪郭を再現する作業に最も長け、主導的な役割を果

たす者や技こそ、画家やまさにその画家が専門とす

る造形芸術の絵画なかでもその基礎の一部をなし、

輪郭に関する技術と化す、作図、要するに当の作図

を含む透視図法であるとされているのである注14)。 

以上より、本稿の結論として、アルベルティが示す

諸造形芸術創作なかでも建築設計における透視図法

の有用性を、示すことができる。すなわち、アルベ

ルティとって建築設計における透視図法は、根本的

には、建設すべき建築における形を統率する輪郭自

身の構造（論理）について、最も詳しく検証しえる

特定の画面上の図形として再現することに有用なも

のである。 

 

4. まとめ 

以上、最初にアルベルティにおいて透視図法が諸造

形芸術創作上の基本的な技術として位置付けられて

いることを明らかにする中で、作図は、諸造形芸術

の主導的技術である絵画の基礎の一部をなす画法で

あるが、透視図法は、まさにその作図を自らの一部

として含む画（図）法であることを理解した。そこ

で次に、そうした透視図法が諸造形芸術創作上の基

本的な技術として本質的に果たす役割について検証

し、それにより、アルベルティが示す建築を始めと

する諸々の造形芸術の創作における透視図法の有用

性を明らかにした。すなわち、アルベルティにおい

て造形芸術創作における透視図法は、そもそも、実

現すべき造形芸術上の形を司る線である輪郭につい

て、それ自体の構成がこの上なく詳細に検討可能な

ように特定の画面上に図形として描き出すことに役

立つと結論付けられたのである。 

はじめに述べたように、筆者は、アルベルティの建

築理論における表現媒体に関する考え方を研究する

中で、既往の諸見解と異なり、彼にとって、透視図

法は絵画だけでなく建築や彫刻等でも使用されるも

のであることを了解した。ただし、その場合、同図

法が建築設計において本来有する意義より厳密には

機能的な意義を明らかにせずにいた。そこで本稿で

は、同研究の一環として、そのことを明らかにした

わけだが、結果として、これまでに提示してきたア

ルベルティの表現媒体に関わる概念についての解釈

を補完するものとなったと言える。そこで次には、

こうした一連の成果をもとに、アルベルティの表現

媒体に関する考え方の全貌を明らかにする作業にさ

らに取り組んでいきたい。 
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注1) Leon Battista Alberti: ‘De pictura’, Opere Volgari, ed. 
by Cecil Grayson, vol. 3, Bari, 1973, p. 53. 
注2) 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 77 巻 第
674 号, pp. 921-30, 2012 年 4 月、同著者：「アルベルティの
建築理論における lineamentum の建築設計上の表現媒体と
しての側面について―lineamentum の基本的性質をもとに
―」同上第 79 巻 第 699 号, pp. 1229-38, 2014 年 5 月、同著
者：「アルベルティの建築理論における pictura の建築設計
上の表現媒体としての側面について―lineamentum につい
ての解釈をもとに―」同上第 81 巻 第 721 号 pp. 759-69, 
2016 年 3 月。 
注3) 代表的な見解は Christof Thoenes: ‘Vitruvio, Alberti, 
Sangallo; La teoria del disegno architettonico nel 
Renascimento (1989)’, Sostengo e adornaento; Saggi sull’ 
architettura del Rinascimento, disegni, ordini, 
magnificenza, Milano, 1998, p. 162. 
注4) Alberti: op. cit., ed. by Grayson, p. 53. 
注5) 三木・中川：前掲論文 pp. 1232-5, 2014 年参照。 
注6) Alberti: op. cit., ed. by Grayson, p. 95. 
注7) Ibid., p. 47. Alberti: L’architettura (De re aedificatoria), 

ed. by Giovanni Orlandi, Milano, p. 861, 863. Alberti: 
‘De statua’, On Painting and On Sculpture, ed. by 
Grayson, London, 1972, p. 138. 

注8) Ibid. p. 99. 
注9) 三木・中川：前掲論文 pp. 764-6, 2016 年参照。 
注10) Alberti: op. cit., ed. by Grayson, 1973, p. 83. 
注11) 三木・中川：前掲論文 pp. 923-8, 2012 年、pp. 1233-5, 

2014 年参照。 
注12) 同上 2012 年参照。 
注13) Alberti: ‘De punctis et lineis apud pictores’, Opera 

inedita et pauca separatim impressa, ed. Girolamo 
Mancini Firenze, 1890, p. 66. 

注14) Alberti: Momus, ed. by Vidginia Brown and Sarah 
Knight, Cambridge, Mass., London, 2003, p. 306, 308. 
Alberti: op.cit., ed. Grayson, 1973, p. 47.  


