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Fig. 1 Mausoleum of Atatürk 
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Abstract 

    The Industrial Revolution and Civil War occurred in Europe from the 18th to 19th century. It was an age 
when small countries started revolutions, became free from colonization, and threw up new leaders. As a result, 
some mausoleums for those revolutionists or first presidents were built in each country. Antkabir (Mausoleum of 
Atatürk, 1953) is one of them. The aim of this paper is to focus the mausoleum which had decided to built up by 
the international competition in 1942 for Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) who was a founder of the Republic 
of Turkey as well as its first president and to redefine the characteristics and the meanings in the historical 
context of design. And there are three aspects to consider. The first is for what purpose was the mausoleum built 
by the public through international competition. Second is what kind of person Atatürk was from the details of 
the mausoleum. Third is what is the meaning of urban axis involvement in Ankara City in a space and time scale. 
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1．はじめに 
 

本研究は、現代

のトルコ共和国建

国の父と称される、

ケマル・アタチュ

ル ク （ Mustafa 
Kemal Atatürk, 
1881-1938）死後、

1942 年に開催さ

れた国際コンペティションによって決定し、1953 年に竣

工した、首都アンカラに建つアヌトゥカビル（Anitkabir, 
アタチュルク廟, Fig.1）に着目し、設計に関わる時代的・

文化的背景を明らかにしながら、その意匠的特徴を考察

することを目的とする。 

まず、時代背景を概説する。18 世紀から 19 世紀にか

けて、ヨーロッパを中心に、政治・経済的背景において

第一次産業革命、市民革命という重要な転機が起こる。

これらは、20 世紀になり、第二次産業革命が手伝って大

国の植民地支配から小国が革命、独立を遂げる時代へ引

き継がれていった。この革命や独立により、政治的権力

者の廟は自薦他薦を問わず建立が相次いだ。 

 一方、近代建築史における廟の位置づけは、1920 年か

ら 1960 年にかけて住宅を始め、多くのプロトタイプを有

する建築においてモダニズム*1 という合理主義をよしと

する思想が最盛期を迎えたことが、同時期に次々と建立

する廟や記念碑の造形と様式は、モダニズムとはその意

匠的特徴は異なり、古典主義、新古典主義様式を有し、

歴史性ならびに象徴性を表現するという共通点が見られ

る。 

20 世紀は、二つの大きな大戦の中から代表的な独裁者

を生み出した。ドイツのアドルフ・ヒトラーとイタリア

のベニート・ムッソリーニは、それぞれの独裁政権の中

で自ら廟建設計画を進めていた。旧ソ連のウラジミー

ル・レーニンは、マルクス主義思想により自ら個人崇拝

を助長することはなかったが、死後、民衆によって建設

された廟がクレムリン*2 の前に鎮座することとなった。 

 ケマル・アタチュルクは、600 年に渡るオスマン政権

の直轄からトルコ共和国という国を独立・建国させ、ア

ンカラ政府をはじめとし、初代大統領として近代化を目

指し、現トルコ共和国の礎を築いた。ケマルもまた権力

を有する政治家として、独裁者の異名を持つ人物であっ

た。1926 年の国民議会の席の演説では「わたしがトルコ

だ」と語っている。前述の台詞をみるならば、彼は確か

に無政府状態のトルコで独裁者であった。しかし、フラ

ンス人でドイツ・アラブ問題の歴史家であるブノアメシ

ャンが獄中で書いた中東現代史 3 部作の一つに位置づけ
*1 ここでいうモダニズムとは、普遍性、国際性を主張し、産

業革命後の社会に合うように合理的な建築を求めた様式の事

である。鉄やコンクリート、ガラスを使った構造物であり、

ル・コルビュジエが提唱した五原則に基づいた建物をモダニ

ズム建築とする。 
*2 ロシア連邦モスクワにある政府の諸機関が集まった旧宮殿。

前面の赤の広場の中央にレーニン廟が建っている。 
*3 ブノアメシャン『灰色の狼 ムスタファ・ケマル』牟田口

義郎訳、筑摩書房、1965 
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Fig. 2 Farmer in Turkey1) 

Fig. 3 
Sketch of the Catafalque by Taut6) 

られたケマルの伝記*3 に

は、この時の演説が続け

て掲載されている。ケマ

ルは、「私を滅そうとす

ること、それはトルコ自

身を滅そうとすることだ。

わたしによってトルコは

呼吸し、トルコによって

わたしは存在するのであ

る……」と述べた。 

彼は確かに独裁者だっ

たが、一方で極度の民族

主義でもあり、無宗教主義であり、そして国民主義であ

った*4。彼が常に考えているのは、古くからアナトリア
*5 に居住する農民たち(Fig.2)のことであった。前述の演

説の「私」部分を「国民」に置き換えると、ケマルもト

ルコ国民の一人であると同時に、このような国民主義的

な性格ゆえ、民衆にとって「アタチュルク（建国の父）」

となり得たことがわかる。アタチュルク廟は、トルコを

トルコ人の手に還したケマル・アタチュルクの廟として

存在している。 

 廟建立から 50 年が経った今でもケマル・アタチュルク

は圧倒的な支持を保ち、廟としての機能も衰えていない。

画一的に大量生産する時代において、国に唯一「生産」

された建築は、近代のモニュメンタリティ*6 という史的

研究に別視点の拡がりを与えると同時に、近代批判の一

つとされるヴァナキュラリズム*7 の一端を担う存在であ

ることの可能性も考えられる。 

日本においてはアタチュルク廟は、現地視察報告書*8

として掲載はあるが、研究対象として研究論文という形

では確認できない。海外においては『近代主義と国家建

築―初期共和国におけるトルコ建築』10)があるが、概説

的な内容にとどまっている。 

本論文の史料として、1998 年にトルコで開催された展

覧会に伴って作成された『タウトとオナトに見るケマ

ル・アタチュルク』3)を活用した。内容は、ブルーノ・

タウト(詳細は後述)の移動葬儀場とアタチュルク廟の計

画から建立まで、主に 4 人の研究者たちの解説をつけた

図録である。その中でも特に、原資料に値するコンペテ

ィションの経緯や歴史的事実を部分的に筆者による翻訳

で使用し、また一部写真も引用している。 

本研究は、立場の異なった対象を 3 つの視点と枠組み

を設定、主題とし、それぞれについて個別の検討を行っ

ている。主題は以下に示す。 

①コンペティションを通して見た「民衆」によるアタ

チュルク廟建設の目的 

②様式に見る「ケマル・アタチュルク」 

③都市的スケールと時間的スケールの統合 

またこれらの主題は、廟建設を巡る時代的な枠組みと重

なっており、①がケマル・アタチュルク没後 1938 年から

廟竣工の 1953年まで、②が 1953年から現在に至るまで、

そして③が現在から将来に至る展望となる。 

 
2．コンペティションを通して見た 

「民衆」によるアタチュルク廟建設の目的 
 

この章では、年代的にはケマル・アタチュルク没後の

1938 年から廟が竣工した 1953 年に着目し、廟が建立す

るまでの経緯と、関与した人物を捉える。2-1 ではブル

ーノ・タウトによる移動葬儀場について、2-2 では、国

際コンペティション開催までの民衆と政府の相互関係に

ついて述べる。また、廟を建立する目的を明らかにする。 
2.1 タウトによる移動葬儀場 

 1938 年 11 月ケマル・アタチュルクが急死し、その通

夜の段階で、すでに廟建設計画の話が持ち上がり、大統

領次官から委任された特別委員会が準備を進めることに

なる。同時に葬儀計画案も進行していた。この計画案を

一晩で完成させたのは、ブルーノ・タウト(Bruno Julius 
Florian Taut, 1880-1938)であった。ドイツの建築家のヴィ

ンフリート・ネルディンガーの『ブルーノ・タウト』4)

によれば、タウトが設計を任せられた経緯には、「初めは

他者に託されたこの計画も賛同を得なかったために、病

床のタウトに新たな提案が求められることになった」と

ある。ここでいう他者とは、かつてのフランクフルト市

都市建築監督官マルティン・エルゼッサーであるとマン

フレッド・シュパイデルは『ブルーノ・タウト 1880-1938』
6)で明らかにしている。1933 年に日本に亡命し、桂離宮

を評価することで知られているタウトだが、1936 年にイ

スタンブール芸術大学の建築学科長とアンカラの文部省

建設局主任とを兼任するためにトルコに渡った。ケマル

とタウトの関係については、映像プロデューサーの鈴木

久雄がタウトの足跡を訪ねた旅をまとめた本*9 で、双方

が信頼し尊敬していたと述べている。そして移動葬儀場

(Catafalqu)の計画の成功後、ブルーノ・タウトに対して

アンカラ市長から金品の申し出があったが、「申し訳あ

りませんが、われわれの時

代の最も偉大な人の一人の

死に際して私に恵まれた名

誉の仕事のために金を受け

取るわけにはいきません」
*10 と断っている。タウトの

ケマルに対する敬意を表し

*4 彼が生前 1923 年にトルコ人民党を創設した時、新国家の指

導原理を共和主義、民族主義、民主主義、国民主義、無宗教主

義、革命主義の 6 つとした。 
*5 トルコ共和国のある小アジアの中央に位置する地域。 
*6 モニュメンタリティ(記念性)とは、一般的にモニュメントに

求められる性質の事で、不動性、不変性、永遠性、壮大さなど

が含まれる。 
*7 ヴァナキュラリズム(土着主義)とは、近代の国際性や普遍性

といった場所性を無視したものに対して、近代主義の見直しと

共に場所の固有性を重視した考え方。 
*8 山田幸正：アタテュルク廟とトルコのアイデンティティ，地

中海学会月報 288(2006) 

*9 鈴木久雄『ブルーノ・タウトへの旅』新樹社、2002 
*10 マンフレッド・シュパイデル『ブルーノ・タウト 1880-1938』
p.326 より抜粋 

トルコ・アタチュルク廟の意匠的特徴について



－ 88－ － 89－

トルコ・アタチュルク廟の特徴について 

 ― 3 ― 

Fig. 4 The Catafalque design plan4)

Fig. 5 Picture of the Catafalque3)

Fig. 6 Site plan by Onat and Arda3) Fig.7 section plan

たエピソードである。1938
年 11 月 15 日に描かれたこ

の移動葬儀場着彩スケッチ

(Fig.3)が彼の遺作になっ

ている。 

タウトの案(Fig.4)には、

4 本の大きな柱が見られる。

柱には火を焚く為の皿が乗

せられている。この 4 本の

柱は正面以外の三面におい

て、相互に大梁で連結され

ている。この柱と梁で囲ま

れた U字型空間の奥の壁面

にはトルコの国旗がかかり、

その前方の階段状の台の上

にケマル・アタチュルクの

棺が置かれている。同書で

鈴木は、葬儀場で焚かれる

かがり火という行為が当時

にしては新しいものであっ

たと次のように述べている。

「トルコ語には『メザル

ナ・ヌル・オルスン(墓に光

明あれ)』という言葉がある

ために、墓を光に結びつけ

る発想があったのかもしれない」(Fig.5)。 

 タウトは日本での生活の中で伝統に対して深い興味を

示し、トルコでの活動では、近代性と伝統との統合につ

いての試みを繰り返している。タウトが上記のトルコ語

に表れる伝統を意識してこの計画に臨んだ可能性は非常

に高い。 
2.2 国際コンペティションの開催までの経緯とその決定 

 国家創設その人が死に、廟建設を行うに際し、その設

計を国内から選出しようとすることは至極当然の流れで

あると考えられる。しかし、アタチュルク廟に関して言

えば、当初から国外の建築家を対象にコンペティション

を行う企画があり、次いで国際コンペティションに発展

したことが特徴である。 

タウトは 1938 年 12 月に急死したが、ケマル・アタチ

ュルク没後の一カ月余りの間に廟建設計画は進行し、彼

もまた委員会に出席した一人だった。他の出席者には、

一般企業の重役から国家国防省、内務官、またヘルマン・

ヤンセン(H. Jansen、アンカラ都市計画担当ドイツ人建築

家)や C.ホルツメイスター(C. Holzmeister、政府関連の

建築設計主任)などがいた*11。『タウトとオナトにみる

ケマル・アタチュルク』によれば、彼らによって示され

た方向性は当初以下の通りであった。 

「ヨーロッパを代表する建築家を招待した中で、コン

ペティションを開催することを企画していた。評議会は、

トルコ人建築家が提案するものを除いた案から決議しよ

うとしていた」 

この時はまだタウトが列席しており、葬儀場を成功さ

せた「外国人建築家」に委員会も期待していたことが想

像できるが、彼が急死したことで、彼自身もアタチュル

ク廟案を提示する機会を失った。しかし、トルコ人建築

家を評議会から外すことに対して、建築の専門家内部と

民衆から抗議が起き、政府がその姿勢を変えざるを得な

かったことが同書で述べられている。さらに方向性を改

めた政府の意向が、以下のように正式に公表されること

になった。 

「アタチュルク廟の設計には UIA(Union Internationale 
des Architectes, 国際建築家連合)の規定と一致し、全て

の応募者を受けいれ国際コンペティションの開催が決定

した。 

提案要綱は『アタチュルクの名前と性格の観点を考慮

し、またその中にトルコ国民を象徴するものであること』

『記念碑の要素として、この建物は遠くから眺めた時

堂々とした壮麗な姿が見えるもの』とはっきり示された。 

 敷地は、委員会によって既に決定されており、ラサッ

トテペ(Rasattepe、展望丘)として知られるアンカラ都市

の中心部に位置する丘になっていた」*12 

この敷地の特徴は、街の雑踏や毎日の生活の喧騒から

十分距離があり、しかし、遠すぎるわけでもない。小高

い丘で周りに遮るものはなく、アンカラにいればどこか

らでも望むことができ、逆に市街全体を一望できる点が

あげられる。また建設前に、ケマルによって設立された

トルコ歴史協会(Turkish Historical Society*13)の調査で、

ラサットテペの丘からフリュギア文明の工芸品が発掘さ

れたことも、この地域に歴史継続的特徴を加えている*14。 

委員会の協議によって、国際コンペティションの開催

は 1941 年 3 月 1 日に決定した。この時、世界は第二次世

界大戦の真っただ中であった。独立したばかりの国を堅

持するためには厳正中立を守るしかなかったため、トル

コは事実上の鎖国状態だった*15。その状況下で行われた

コンペティションの様子と選考は、公表されている内容

では、世界中の建築家にとっては詮方無く、決定には疑

惑の残るものだった。その様子が以下の『タウトとオナ

トによるケマル・アタチュルク』に記されている。 

 「コンペティションの応募期間は当初 8 カ月であった

ところから 1 年にまで延び、締め切られたのは 1942 年 3
月 2 日だった。審査は、第二次世界大戦の激烈した中で

*12 注 11 に同じ。()内は筆者による補足。改行はママ。 
*13 ブノアメシャン『灰色の狼』の翻訳・牟田口義郎は、「新

しい歴史観」という項でアタチュルク新政権下における歴史

再編の際活動した歴史家の委員会を「トルコ史研究協会」と

訳しているが、同義である。 
*14 注 11 に同じ。 
*15 『オリエントの嵐』参照。P.43 

*11 『タウトとオナトに見るケマル・アタチュルク』参照 

安達千鶴・渡邉研司



－ 90－ － 91－

トルコ・アタチュルク廟の特徴について 

 ― 4 ― 

Fig. 8                            Fig.9 
View of the southern and western facade by Onat and Arda 3)

Fig. 10 Main floor Fig. 11 Burial crypt3)

行われた。提案は 49 点提出され、内トルコから 3 点、イ

タリアから 3 点、ドイツから 1 点、スイスから 1 点の合

計 8 点の計画案が選出されたが、戦争下においてヨーロ

ッパの建築家が活動する機会を妨げていた。そして最終

選考は、1942 年 3 月 12 日にボナッツ(Paul Bonatz)、テ

ングボーム(Lval Tengbom)、ウェイヒンガー(Karoly 
Weichinger)、ホルテイ(A. Hikmet Holtay)、チャヤショー

ル(Muammer Çavaşoğlu)、セーテル(Muhlis Sertel)らによ

って行われ、5 月 7 日、政府によって正式にエミン・オ

ナト(Emin Halid Onat, 1908-1961)とオルハン・アルダ

(Ahmet Orhan Arda, 1911-1999)による計画(Fig.6, 7)に決

定したことが公表された。しかしこの決定はしばらくト

ルコ建築界に波紋と混乱を呼んだ。 

 選考の見解を発表した政府によれば、優勝候補には 3
つの案が選出されており、審査委員は他にも 5 つの案が

優勝に値すると候補に挙がっていた。審査委員は満場一

致で上位 3 つのどれかに選ぶことはできないとし、トル

コ共和国政府に決定を委ねられることとなり、その結果、

オナトとアルダの案に決定したという説明だった」*16 

事実は、オナトとアルダの案が最優秀賞を獲得したわ

けではなく、イタリア人建築家 A.フォスキーニ*17 とドイ

ツ人建築家 J.クリュガーよる案も同時 1 位であった。こ

の当選案と政府の決定案を巡る結果に対し、アフィフ

ェ・バトゥル*18 は『タウトとオナトに見るケマル・アタ

チュルク』内で、「なんらかの政府の圧力がかかったもの

だったのだろう」という見解を示している。 

 その疑惑は、民衆や専門家の間に広がり、コンペティ

ションのやり直しの声が出る中、未解決のまま、オナト

とアルダによる計画案が実行に移されることになった。 

 これは当初、外国人建築家だけでコンペティションを

行おうとしていた政府の姿勢にとって、真反対の矛盾す

る結果となった。ケマル自身は排外思想と多数の著名な

外国人知識者の助力*19 を上手く使いこなしていたが、こ

の時の政府の姿勢の変化から、残された政府の中には排

外思想が強く根付いた様子を読み取ることができる。 

2.3 小結 

第二次世界大戦が激化する中、行われたコンペティシ

ョンの最終決定権が政府に移行する結果となり、またそ

の始りも政府による委任委員会の独断において進行され

た背景には、未だケマル・アタチュルク亡き後の、民主

主義政府としての在り方に混乱と酩酊を垣間見ることが

できる。600 年に及ぶスルタン支配からの脱却、民主的

に相互し合うべきであることを政府に再認識させたのは、

ケマル自らが鍛え上げた民衆であったことがわかる。 

 一方で、そんな戦時化でも UIA を通した正式な国際コ

ンペティションの形を取り、現代的な競技審査を行った

点は評価されるべきである。これは新政府が民主主義で

あることを強調し印象付けるにも一役かっていると言え

る。 

 
3．様式にみる「ケマル・アタチュルク」 

 
この章では、3-1 でアタチュルク廟建築の意匠的特徴、

3-2 で彫像やレリーフといった芸術的の特徴を捉え、そ

の特徴に見えるケマル・アタチュルク本人や彼の行った

政策に基づいて施された様式について明らかにする。 

3.1 建築の特徴 

コンペティションによって、オナトとアルダの案が決

定され、その実現にむけて 2 年の歳月が費やされた。実

際に完成されたアタチュルク廟は、オリジナルのデザイ

ン段階とは、実施の段階で変わった部分がある。立面

(Fig.8, 9)からわかるものでは、当初、廟の列柱部分の上

に乗っていたレリーフを施された箱や、エンタブレチュ

アの一部ともとれる部分は取り除かれ、静的な佇まいと

なった(Fig.1)。 

 廟は、パルテノン神殿などギリシャ建築にみられる形

式を有する平面で、メインフロアと地下納骨堂により構

成されている。外観は角柱の柱廊がメインフロアの周り

に回り、同様に式典広場を囲むように列柱廊が回されて

いる。円列柱ではなく、角柱であることと、当初建築家

たちが予定していた上部の箱がなくなったことで、水平

ラインが強調される結果となった。列柱廊の天井には、

様々な伝統工芸品キリムの模様が施されている。 

 列柱廊を含む建築面積は、横幅 42m、奥行き 57m ある。

メインフロアの広さは、横幅 18m、奥行き 29m、高さ 17m
である。またメインフロアには石棺専用に横 7m、奥行

*16 注 11 に同じ。()内は筆者による補足。 
*17『建築家ムッソリーニ』で、イタリア人建築家ピアチェンテ

ィーニが、イタリア建築が国外において獲得した優越性を示す

為に雑誌に題材として挙げた一つとして掲載されている。 
*18 アフィフェ・バトゥル(A.Batur)はトルコ人建築家。イスタ

ンブール工科大学教授。1998 年に開催されたアタチュルク廟

の展覧会のプロデューサー。『タウトとオナトに見るケマル・

アタチュルク』著作の一人。 
*19 1927 年以降数年に渡って、文教改革においてケマルは、ト

ルコ人教育者を養成するため、アメリカやスイス人の知識者を

招待して講演会を催している。また、彼はヨーロッパから法律

家を招き、その助言に基づいて、ドイツ商法、イタリア刑法、

スイス民法を採用している。 

トルコ・アタチュルク廟の意匠的特徴について
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Fig. 12 Entrance of Anitkabir 

Fig. 13 Lion’s Way3) 

Fig. 14Lion’s Gate (B.C.13) 
at Boğazköy9) 

き 9m の空間がある。 

 地下階には、上層のメインフロア(Fig.10)よりも地下

納骨堂にケマル・アタチュルクの遺体が棺に納められて

いる(Fig.11)。そこは八角形のヴォールトアーチ天上で

碧と金のモザイクタイルで装飾された空間となっている。

地下納骨堂は、廟竣工の 10 年後に完成したが当初から地

下納骨堂を考慮した空間、

並びに構造設計になってい

た。 

 全ての入り口は 24 段の

階段(Fig.12)によって 4m
上がったところにある。こ

の 24 段の階段が外の世界

と廟の内部との境という効果を際立たせている。 

階段を上りきると、ライオン通り(Lion’s Way, Fig.13) 
の始まりとなる。ライオン通りの入り口両手には、アナ

トリアン様式 *20 で彫りだ

された兵隊と若者、農民の

男性像と、3 人の女性像が

立っている。ライオン通り

のライオン像と古代ヒッタ

イト文明の栄えた都市ハッ

トゥサ(現ボアズキョイ)の

ライオン門(Fig.14)を比較

すると、酷似した表情に、

アナトリアン様式を意識し

た作りであることがわかる。 

ライオン通りの一方向

は 式 典 広 場 (Ceremonial 
Plaza)に延び、残りの三方

向からはアンカラの街が望めるようになっている。 

 式典広場は、ケマル・アタチュルクの命日に式典を行

ったり、国家的行事の際の祭場となる広大な広場

(84×129m)である。広場の周りには行政や博物館や公文

書館などが配置されている。角にある塔の為の小屋の石

によるファサードは、中心に位置する窓もしくはドアに

よって開けられ、キリムをモチーフにした装飾のパネル

で覆われたアーチが乗っている。 

 ケマル・アタチュルクの伝記*21 を 1965 年に発表した

ブノアメシャンは、実際にこの廟を訪れ、その様相を同

伝記の結末として結んでいる。彼は「勇猛な戦士ぶりを

目に浮かべ、どっしりした記念碑が現れるものと思って

いた。質素な、しかし優雅な建物へ案内され、荘重な人

物と、この軽快な墓所との間には、あまりにもきわ立っ

た対照があった」*22 という印象を記している。「トルコ

国民が彼らのもっとも偉大な息子のために建てようと思

ったのは、虚飾のない威厳を具えた広大な廟だった。（中

略）この記念物がひとつの完全な結果であるとはいえ、

その透徹した、なにかしら静的なたたずまいは、そこに

遺体を秘めたあるじの、あのたくましい、情熱的な性格

をほとんど反映してはいない。それゆえにこそわれわれ

は、心ならずも、最初に墓所に使われていた軽やかな天

幕、彼の祖先たちの放浪の生活を喚起させ、アンゴラの

『灰色の狼』をエルトールルの遊牧の騎士たちに結びつ

ける、あの軽やかな天幕のないのを惜しまざるをえない

のである。」*23 
 エルトールルは、古代にまだ遊牧していた民たちを率い

て定住の地を求めてトルコに訪れた首長のことである。

トルコの民衆が求めた建築は、勇猛果敢に戦場に赴き、

豪胆な政治を行った反面、質素な私生活を送ったケマル

の人柄と、イスラム文化の一片も覗かすことなく、アナ

トリアン様式で統一された廟であることがわかる。 

3.2 もうひとつのコンペティションと芸術の特徴 

 廟のレリーフや彫刻像は、ルドルフ・ベリング(Rudolf 
Belling 、 芸 術 ア カ デ ミ ー 彫 刻 学 科 (the Sculpture 
Department of the Academy of Fine Arts, 1936)の創設者)

の主張によってトルコ人アーティストに限定したコンペ

ティションを 1952 年に開くことになった。彼はトルコ人

アーティストによる彫刻にこだわり、「アタチュルク廟

における像やレリーフといったこれらの事は、まったく

もって国家の本質が問われるものであり、トルコ人アー

ティストのみが心から、それて思ったままのやり方で進

めることができる表現の場である」*24 と述べている。 

アタチュルク廟コンペティションの選出の際巻き起こ

った波乱は、委員会が選出した外国人建築家ではなく、

トルコ人建築家に委ねる結果となった。この波乱が再び

起こらないよう事前に防ぐようなベリングの主張は、ト

ルコ人の手によって表現されるナショナリズムを強調し

たい意志を読み取ることができる。 

 ベリングの主張通り、コンペティションが開催され、

その結果、数人のトルコ人アーティストが選出された。 

その一人が、オズカン(Hüseyin “Anka” Özkan)で、ラ

イオン通りのエントランスに配されている男女の像とラ

イオンの彫刻を担当した。 

 オ ズ カ ン の 制 作 し た エ ン ト ラ ン ス の 男 性 像 群

(Fig.15-a)は、ライオン通りの右手にあり、台座の上に同

じ背の高さで立つ立像である。 

一体はオーバーコートにヘルメットを着用した歩兵、そ

の左に、左手で本を持ったスーツ姿の男性、前列二体か

ら一歩下がった位置に俯き加減で羊毛の帽子とセーター、

厚手の羊飼いのコートを羽織り、左手に杖を持った男性

像が立つ。 

 それらのライオン通りの反対側には、女性像群

(Fig.15-b)が配置され、すべてロングドレスをまとい、前

列の二体はベールを纏わず、無表情さが相似している。

彼女らは豊穣を象徴する小麦の束を持っている*25。左の
*20 アナトリアン様式とは、中央アナトリアに見られる古代の

様式のこと。現在のボアズキョイであるヒッタイト帝国時代

から新ヒッタイト時代の様式と、アンカラ周辺に見られるフ

リュギア美術をまとめて総称している。 
*21 ブノアメシャン『灰色の狼』牟田口義郎訳、筑摩書房(1965)
より引用 

*22 注 21 に同じ。p.298 から一部編集し抜粋 
*23 注 21 に同じ。 
*24 注 11 に同じ。 
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Fig. 16 Battle of Sakarya 
 by İlhan Koman3) 

Fig. 17 Relief of lion hunting 
(B.C9-B.C.8) at Malatya9)

Fig. 20 The battle of the 
Commander-in-chief  

by Zühtü Müridoğlu 3)

Fig. 15-a, b Young men and young women’s statues 

Fig. 19 Right relief by İlhan Koman3) 

Fig. 18 Relief of a god(B.C.13)  
at Boğazköy9)

[a] [b] 

女性像は、右手に盆を持つ。男性像群同様、3 体目は前

列の二体の後背に位置している。彼女だけ違った模様の

ドレスでベールもしている姿は農村のそれを連想させる。

右手は顔を覆っている。 

男性像が武器や書物で動を表現したならば、女性像が

表現しているものは精神や静といったものと考えられる。 

 当時、独立したばかりの国土は、それまでの戦争で農

民を兵役で借り出されたために、荒れ果て、また戻って

来た兵士たちが持ち込んで伝染病で充満していた。ケマ

ル・アタチュルクは、以前からアンカラの近くに自らの

農場を持っており、農業と牧畜に打ち込んでいた。彼は、

国土の環境改善のために、この時、国内ではまだ例がな

かった農学研究所の実習センターへと発展させ、トルコ

の小作農に貢献した業績も持っていた。 

 それゆえトルコを代表する廟へ向かうライオン通りの

エントランスに立つ、この 6 体の男女像は、国を独立さ

せる為に奮闘し、さらには国を支え、そして今後のため

に思考しているケマルが、彼自身重要視していたアナト

リアの農民を象徴させた考えによって作られたと言える。 

 アタチュルク廟で最も重要で巨大なレリーフが廟の基

壇、中央の階段を挟んだ両脇に描かれている。廟の右手

のレリーフ(Fig.16)を担当したのはイルハン・コマン

(İlhan Koman)で、彼のレリーフにはサカリヤの戦いがま

るで古代遺跡に残る壁画(Fig.17・18)のように描かれて

いる*26。 

サカリヤの戦いは、アン

カラ政府がアナトリア東部

に支配地域を拡大する一方、

西方からギリシャ軍がアン

カラに迫っていた折り、ケ

マル・アタチュルク自ら軍

を率いてサカリヤ川で撃退

した功績の事である。これ

によって地中海沿岸のイズ

ミルをギリシャから奪還し

た。レリーフには、右から

左へと人々が並び、大きく

分けて 4 つの場面があり、

もう一度中央の場面に戻る

ことで物語が終わる構成に

なっている(Fig.19)。展覧

会カタログである『タウト

とオナトにみるケマル・ア

タチュルク』にそのストー

リーが解説されているため、

以下に引用する。 

「一番右の場面は、敵の侵

略により家を追われ逃げる人々の傍らにケマル・アタチ

ュルクが寄り添う姿が描かれている。この時人々の表情

にはまだ、混乱や恐怖、無力さといった感情は読み取れ

ない。それからケマル・アタチュルクの背後に膝をつい

て泥から荷車の車輪を持ちあげようとする男の人や、歩

く男の人、泥に足を取られながらも重い荷台を牽く馬と

鞭を手にした 2 人の女の人が、振り返り遠のく故郷へ視

線を投げている。彼らには哀愁が漂い、歩く男の人の視

線には、目的地の遠さが描かれている。3 つ目の場面に

は老女と若い女性が座っている。彼女らの表情には明ら

かに、侵略されてしまった故郷への悲嘆や解放への期待

が表現されている。 

そして最後に座る女性は顔を右へ向け、勝利を意味す

るオークの木を手にしている。彼女の後ろには 2 人の兵

士が跪き、一人は彼女の左手を取っている。それは同時

に故郷を返還されたことを表している。 

中央のケマル・アタチュルクと勝利の場面は、戦いの

最後の 22 日間と勝利の瞬間を表現している。飛んできた

勝利の天使はケマル・アタチュルクの前に現れ、彼に勝

利の冠(花輪)を捧げた。彼の前に跪いた青年は、抜き身

の剣を差し出している。こうしてケマル・アタチュルク

に勝利が与えられた」*27 

もうひとつの階段左側に位置するレリーフ(Fig.20)を
担当したのはムリドール(Zühtü Müridoğlu)で、彼は廟内

に立つ他のいくつかの塔の装飾も担当している*28。 

ムリドールはこのレリー

フに、ケマル・アタチュル

クが最高司令官を務めた自

由解放の独立戦争について

描いている。           

前述したコマンのレリー

フとは逆に、左から右へと

*25 注 11 に同じ。 
*26 注 11 に同じ。 

*27 注 11 に同じ。 
*28 注 11 に同じ。 
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Fig. 21 Left relief by Zühtü Müridoğlu 3) 

Fig. 22 Meaning of plan for double axis 

場面が展開する(Fig.21)。一番左には、馬の手綱を左手

で持ち、右手は自分の息子の片手置き、息子に顔を向け

るように振り返る女性が描かれている。女性は頭からシ

ョールをまとい、ハイカットのボレロにハイウエストの

パンツ、先端がとがったブーツをはいている。女性のシ

ョールが後方にはためいていることから向かい風の強さ

を測り知ることができる。このレリーフにも、トルコ共

和国にとって歴史的転機となったケマル・アタチュルク

の活躍がそのストーリーとなっている。以下、前述した

カタログから引用する。 

「これから起きる革命のための攻撃準備の状態を示し

ている。中央の一人、立っている男性がケマル・アタチ

ュルクで、前方を指差している。これは彼の有名な革命

時の 『兵たちよ!我々の最初の目的地は地中海にある!

進もう!』というシーンを再現している。彼の後ろには力

強く跳ねる 2 頭の馬も描かれている。ケマル・アタチュ

ルクのすぐ後ろには片膝をついた天使が角笛を吹き、ケ

マル・アタチュルクの言葉を人々に伝えている。彼の前

には剣や楯を手にしたり、旗を持つ兵たちが戦っている。

一番右に立つのが勝利の天使でトルコの国旗を掲げ、兵

たちに戦いに参戦するように手招きしている」*29 

 この二つのレリーフの共通点は、どちらもトルコに取

って重要な史実であったことにある。芸術家たちが、た

だケマル・アタチュルクの政策*30 に賛同しただけでなく、

ケマル自身をも重要な歴史の一部として確実に残そうと

行った事業であることがわかる。 
3.3 小結 

これら廟の特徴から建築家と芸術家がとりわけ注目し

たものが、近代トルコ様式の模索であったことがわかる。

ケマルがトルコ人の起源を中世イスラムにあるのではな

く、アナトリアの農民にあると定義づけたことを受け、

廟のデザインも全体的にアナトリアン様式で統一され、

イスラム様式の片鱗を見ることはできない。「ケマル・ア

タチュルク」を表現することは、「トルコ国民」を表現し

ているのと同意であると言える。同時に、モダニズムと

いう時代にあって、ただ古典回帰や伝統の再現を行った

だけではなく、ケマルの人柄や政策に基づいて、新生ト

ルコに関するデザインを各所に配されたことも、廟の立

面から読み取ることができる。 

4．都市的スケールと時間的スケールの統合 
 

この章では、首都のアンカラに建つアタチュルク廟の

都市的スケールにおける軸線と、さらにその時間的スケ

ールとの統合をはかることにより、アタチュルク廟と都

市の関係を明確にする。 

4.1 都市的スケールにおける軸線 

 アンカラは、その起源を古代のアンキュラと呼ばれる

都市まで遡ることができる古都である。その後、イスラ

ムの支配を経て、ケマルによってアンカラ政府の行政区

が置かれるまでの間、荒廃した街となっていた。ケマル

はまず 1928 年に都市計画の国際コンペティションを開

き、これにより招かれたドイツ人都市計画家ヘルマン・

ヤンセン*31 手で近代的な都市へと発展した。現在までに

数度人口の急増に伴い、計画の変更が余儀なくされたが、

その後もヤンセンによる計画が基礎となり進められた。

また学校、病院、研究所、官庁など多方面に渡り、外国

人建築家による計画が施された。 
 このようなアンカラの都市の中で、オナトとアルダが

計画を行う際に考慮した点は、ラサットテペの台地と言

う地形を地平線のシルエットと、廟と街の間にある視覚

的繋がりであった*32。このことを実現するために、同コ

ンペティションの他の提案で、直交する二重軸上に配置

する計画を、オナトとアルダ自身で考えなおし廟の平面

プランに反映させた。 
一本目の軸線は、ライオン通りを北西から南東に走ら

せ、二本目は廟と地下納骨堂によって方向付けられた軸

線が北東から南西に伸びている。廟の設計は、この地下

納骨堂を当初から計画された上で構造及び空間設計がな

されていた。 

4.2 時間的スケールにおける軸線 

注目すべきは、両軸の延長上にアンカラ城*33 と国会議

事堂*34 が、直行する軸線上に位置していることである

(Fig.22)。オナトとアルダが考慮した視覚的繋がりは、
*29 注 11 に同じ。 
*30 トルコ歴史協会を設立したこと。協会は、トルコの起源が

アナトリアの、たとえば、シュメール文明(3000-2000)やヒッ

タイト文明(紀元前 2000-1000)にあることを明らかにした  

*31 ヤンセンは、アタチュルク廟コンペティションの開催時、

特別委員会のメンバーだった。 
*32 注 11 に同じ。 
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その焦点が廟のエントランスに向いてしまい、その先に

位置するアンカラ城に向けられるという期待には添えな

かった。しかし、都市の配置においてその試みを読み取

ることができる。ケマル・アタチュルクが近代化を行い、

民主主義が普遍となる未来を築き、一方でトルコの歴史

について発掘や協会設立に貢献し、その教育によって不

変であるトルコ文化を確固たるものにしたように、普遍

となる未来を国会議事堂に、そして、不変となる過去の

歴史をアンカラ城に求め、それらを結び付け、そしてそ

こに現在があるのはアタチュルクの努力の賜物であり、

つまりアタチュルク廟が現在の象徴としたのだと考える

ことができる。 

その証拠にエミン・オナトは以下のように述べている。

「我々の過去は、他の全ての地中海文明のそれと同様、

シュメールやヒッタイトに始まる何千年もの前に遡り、

中央アジアからヨーロッパに至る様々な文明と融合し、

古典文明の主要な源の一つとなった。アタチュルクは

我々の未来の歴史が中世ではなく、古典文明に通ずる共

通の源にあることを気付かせてくれた。中世からの救世

主・革命の指導者を祀るに際して、こうした意識を反映

させたかった。したがって、我々が提案するデザインコ

ンセプトは 7000 年もの古代文明との連関の中で、構築す

ることにした」*35 

このようにオナトとアルダはケマル・アタチュルクの

思想を都市的スケールと時間的スケールを統合した配置

計画によって表現したと言える。 

4.2 小結 

 アタチュルク廟の敷地内配置、向きを決定づけている

のは二本の軸線である。地下納骨堂によって定義づけら

れたこれらの軸線は、一方はローマ帝国時代に築かれた

アンカラ城に、もう一方はケマル政権時に建てられた国

会議事堂へと延びている。アンカラの都市に走る軸線は、

オナトとアルダによって過去と未来を、またトルコ人の

ナショナリズムが不変であることを示す軸を表したもの

であると考えられる。 
 

5．結論 
 
 以上、三つの主題から、アタチュルク廟の特徴につい

て、以下のことが考察できる。 

第一に、コンペティションを通して見た「民衆」によ

るアタチュルク廟建設の目的は、ケマル亡き後のトルコ

政府による民主主義体制の強調であったことである。第

二次世界大戦激戦下においてもなお、国際コンペティシ

ョンを開催され、各国から提出された案の数からも、民

衆及び世界が廟の建立に如何に注目していたかがわかる。

当初の特別委員会による、外国人建築家のみから選出す

る方針から、UIA を通した国際コンペティションに発展

した経緯には、専門家を含めた民衆の影響は大きく、政

府に民主主義を再認識させたと考えられる。 

第二に、エミン・オナトとオルハン・アルダの両建築

家及び芸術家ベリングの指導によって計画されたアタチ

ュルク廟の様式にアナトリアン様式を取り入れたことは、

ケマル・アタチュルク自身が模索し見出したトルコのナ

ショナリズムや政策を表現したと言える。一方で廟から

イスラム様式を一切取り除いたことについても、ケマル

の政策に基づく行為だと言える。 

第三に、オナトとアルダによる平面計画には、都市的

スケールにおいて北東のアンカラ城と、南東の国会議事

堂から伸び直行する二軸線の交点に配するという地理的

な繋がりがある。さらに、時間的スケールにおいては、

ローマ帝国時代に建立したアンカラ城に不変たるトルコ

の過去の歴史と、ケマル・アタチュルク初代大統領政権

のもとで建立した国会議事堂に民主主義の思想が普遍と

なるトルコの未来という時系列を繋いでいると言える。

首都アンカラに建つアタチュルク廟は、これら二つの意

味を持つ交点に建立していると言える。 

現在トルコは、ケマル・アタチュルクがイスラム教を

非国教化し、当時はトルコ帽やベールの着用を禁止する

どの政策を行っていたにも関わらず、98%のトルコ人が

イスラム教徒であり、生前ケマル・アタチュルク自身は

ロシアのレーニンを尊敬し、独裁的はあったが個人崇拝

に至らなかった事実に反して、新トルコ紙幣の全てに彼

の肖像が印刷されるなど神格化されていることは付け加

えておく必要があるだろう。 

最後に、本論文では言及することができなかった設計

者エミン・オナトとオルハン・アルダの持つ建築思想に

基づく設計作業について、都市計画を行ったドイツ人建

築家ヤンセンに着目した都市におけるアタチュルク廟の

位置づけなど、今後、考察を進める予定である。 
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