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アンドレ・フェリビアンの生涯と業績
秋元優季（日本大学大学院芸術学研究科・博士後期課程在籍）
アンドレ・フェリビアンは、美術史家また美術批評家として、17 世紀フランス美術研究において極めて
重要な存在である。様々な要職に就き公務をこなす傍ら、美術に対して情熱を傾け多くの著作を残した。
それらは画家の生涯や当時の制作環境を知る上で貴重な一次資料である。
フェリビアンの伝記の基礎は、彼が死亡した 1695 年の『ジュルナル・デ・サヴァン』に掲載された追
悼文に基づいている1。1983 年には、テュイリエが雑誌『17 世紀』の中に pour André Félibien と題す
る論文を発表したが、現在ではこの論文が、最も詳細な情報を含むフェリビアンに関する研究である2。
ここでは、フェリビアンの生涯を美術史研究における功績を中心に紹介する。
アンドレ・フェリビアンは、1619 年、シャルトルの名家に生まれる。生地で教育を受けた後、14 歳の
時にパリに渡り学問を修める。
1647 には、ルイ 14 世の大使として教皇のもとへ派遣された、フォントネー・マルイユ侯爵 (Marquis
de Fontenay-Mareuil) の書記官に任命され 1649 年までの 2 年間をローマで過ごす。ローマ滞在中に、
古代遺跡や彫刻、絵画について学び、また、この時期当時すでに有名であった、ニコラ・プッサンやク
ロード・ロランなど、ローマで活躍していた画家たちと親交を深めている。このローマ滞在が、後に美
術と深く関わる活動を行うことの契機となったと考えられる。
1649 年にパリに戻ったフェリビアンは、財務卿ニコラス・フーケと親交を持ち、1660 年には最初の著
作である『絵画の起原について』
（①）をフーケに献呈している。この著作は、フェリビアンが執筆を計
画していた、古代から当世までの絵画史の第 1 巻に相当するものである。
1661 年にフーケが失脚すると、フェリビアンは一時故郷シャルトルに身を潜める。しかし、フーケの
敵対者であり後任でもあった、ジャン＝バティスト・コルベールにパリに呼び戻される。1663-67 年に
かけて、シャルル・ル・ブランによる絵画、≪王の肖像≫、≪アレクサンドロス大王にひざまずくペル
シャの王妃たち≫また、ル・ブランの下絵に基づき制作されたタピスリー連作、≪四季≫と≪四大元素
≫の作品記述を残している（③④⑤⑦）。このような仕事が評価され 1666 年には、王室建造物局資料編
纂官（Historiographe du Roi et des ses bastiments）に任命され、以後約 20 年間、複数の分野におい
て精力的な執筆活動を行う。またこの年には、彼の代表的著作である『古今の優れた画家たちの生涯と
作品についての対話』（⑥）の第１巻が刊行される。この著作は古代から 17 世紀までの西欧絵画史によ
って構成されており、第 1 対話は、最初の著作である『絵画の起源について』の内容を加筆修正し再出
版したものである。最初の著作においてフーケに宛てられていた献呈文は、コルベールに宛てたものに
取って代わっている。1688 年に第 5 巻が出版され、第 10 対話を以て完結している。
同時に王立絵画彫刻アカデミー名誉顧問も務めていたフェリビアンは、1667 年の 5 月から毎月定期的
に催されていた講演会に関して、その内容、質疑応答、結論を文書に記録することを任務としていた。
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1668 年には、その記録が『1667 年の王立絵画彫刻アカデミー講演録』（⑧）と題され出版されている。
1676 年には、もう一つの代表作である『建築、彫刻、絵画の理論について』（⑭）が出版される。こ
の著作は建築、彫刻、絵画の技法について詳細に説明したものである。また、巻末には技法に関係する
用語を説明すると同時に、索引の役割も備えた事典が所収されている。
晩年には、1660 年代に出版された王室コレクションの作品記述等が、選集に収められ再版されている
（⑰⑱⑲）。
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