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ファン・デル・ムーランと戦争画

佐々木　　　真

はじめに

　ルイ14世の親政期には、「王の栄光」を積極的に発信する、王権のプロパガ

ンダ政策が実施されたことがよく知られている。ヴェルサイユなどの宮廷、広

場などの都市内の各種建造物、タピスリーなど、さまざまな芸術作品を通じて、

ルイ14世の権威が国の内外に発信されたのだった。また、王の栄光を表現する

にあたり、戦争やそこでの勝利の表象が大きな役割を果たしていることも、つ

とに指摘されていることである（ 1 ）。

　王権の表象と戦争との関係を考える場合、戦争画の存在を無視することはで

きない。宮廷装飾やタピスリーにとどまらず、戦争王ルイ14世は自身の戦勝の

場面を絵画に描かせたのであり、その場面は版画としても制作され、広く流布

されていった。この戦争画を考察する場合、まず指摘しなければならないのが、

ブリュッセル出身の画家、アダム-フランソワ・ファン・デル・ムーラン

Adam-François Van der Meulenの存在である。ルイ14世治世下のフランス画

壇では、アカデミー絵画の中心は神話や聖書の物語をテーマとした歴史画であ

り、写実的な風景の描写が必須となる戦争画は、なじみの少ないものであった。

そのため、戦争の表象により王の栄光を表現しようとしたルイ14世やコルベー

ルは、人材を国外に求めたのである。

　本稿では、このファン・デル・ムーランの創作活動を検討することで、戦争
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画が制作されるに至った過程や戦争画の内容について述べる。これにより、戦

争がどのようなイメージとして表象されたのかとともに、それらが当時のフラ

ンス絵画のなかでどのような位置にあったのかを明らかにしたい。さらに、タ

ピスリーや戦争画および版画などのメディアによる戦争表現の共通点や相違点

も考察する。メディアにより戦争の表現が異なるとするならば、それは各メディ

アの役割や機能が異なることが原因であろう。このような差異を知ることによ

り、我々は王権の戦争プロパガンダの重層性や複雑性に接近できるのであり、

それが今後の研究の内容を豊かにしていくことになるだろう。

１．徒弟時代とゴブラン製作所への所属

　ファン・デル・ムーランは1632年にスペイン領ネーデルランドの都市ブリュッ

セルで生まれた（ 2 ）。父のピエールは公証人であったが、アダム-フランソワは

法曹家ではなく画家への途を選び、1646年 5 月18日に徒弟としてペーテル・ス

ナイエルスの工房に入った。

　1592年にアントウエルペンで生まれ、当時戦争画で名高い評価を受けていた

ヴランクスSebastian Vranckxに弟子入りをしたスナイエルスは、師匠とは異

なり、同時代の戦闘の場面を大型絵画に描いた。そのため、スナイエルスはス

ペイン総督の宮廷が存在したブリュッセルへと移住し、宮廷画家として活躍し、

ハプスブルク家の戦勝の光景を描いた（ 3 ）。前面の人物を協調するこれまでの

作風とは逆に、彼は背景や包囲された都市の形状を正確に描くことに留意して

おり、地形図をのぞき込むような視点で描かれた絵画も多い（図 1 ）。ファン・

デル・ムーランは、彼のもとで戦争画の技法を学んでいったのである。

　ブリュッセルの絵画ギルドでの通常の修行期間は 4 年間で、1651年にファン・

デル・ムーランは親方資格を得て、絵画の販売と弟子の雇用が認められた。親

方資格を得てからフランスに移住するまでの彼の行動はよくわかっていない

が、徒弟期間終了後にカテリーヌ・ユスヴェールCatherine Huseweelと結婚

して息子（ジャン-バプティスト）を一人もうけ、1661年10月にはトマス・ピ

エンスThomas Piensという名の徒弟を受け入れている。

　1648年のウエストファリア条約締結の後もフランスとスペインの戦争が継続
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したため、スペイン領ネーデルランドは戦場であり続けた。そのため、この地

域の画家たちの経済状況は悪化しており、彼らはフランスやドイツを筆頭とす

る周辺諸地域の裕福なブルジョワ向けに、より親密な雰囲気で大きさも小さめ

の戦闘場面の絵画を制作する傾向を強めていった。ファン・デル・ムーランも

この時期、騎兵による戦闘場面（図 2 ）や野盗の襲撃、部隊の休息場面など、

風景画のなかに軍隊を取り込んだ作品を残している。親方として独立後、彼の

名声は徐々に高まっていったが、1660年代前半に彼は活動の場をフランスに移

すこととなった。

　ファン・デル・ムーランがどのような経緯でイ14世のもとで働くようになっ

たのかは明らかではないが、フランス側から働きかけがあったようである。

1662年にゴブラン製作所の敷地が取得され、翌年にシャルル・ル・ブランが総

監督に就任すると、ル・ブランは新たなタピスリーの制作を企画した。そのう

ちの 1 点、『ルイ14世記』は王の事績をタピスリーで表現したもので、その中

出典：Richefort （2004）, p.54.

図 1　ペーテル・スナイエルス「ブレダの攻略」
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には国王が指揮する戦闘の場面や国王軍の軍事行動の場面が構想されていた（ 4 ）。

　17世紀半ばのフランスにおいては、軍事行動の絵画的表現には 2 種類の方法

が存在した（ 5 ）。最初のものが英雄的な表象で、ある人物の徳を賛美するもの

である。この場合、古典や神話のモチーフを使用することにより、その人物の

エピソードを誇張する表現がなされた（ 6 ）。もうひとつの方法が、実際の記録

に従って正確に描くことで、この表現はむしろ版画で多く採用されていた。17

世紀前半より、ボーリュー、ディズラエル・シルヴェストル、ジャン・ヴァル

ドー、ラミノワなど、ルイ13世の戦勝の場面を描いた画家はいたが、いずれも

古典古代のモチーフを利用したり、版画用の作品を制作したりすることが中心

であり、ルイ14世の軍事行動の場やその情景を写実的に描く能力に欠けていた。

また、ほぼ同じ時期に企画されたタピスリー『12 ヶ月』（『王の館』）でも、写

実的な風景画がタピスリーの重要な要素となっていたのだが、神話や聖書の場

面を題材とした歴史画が主流であったフランス画壇では、その要望に応える人

材にも不足していた。

出典：Richefort （2004）, p.57.

図 2　ファン・デル・ムーラン「騎兵の戦闘」
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　このため、ル・ブランは『ルイ14世記』の実現に際して軍事作戦の情景を描

くことのできる協力者を必要としており、それをネーデルランド出身者に求め

た。その理由としては、ネーデルランドはこれまでにも多くの画家や版画家、

タピスリー職人をフランスに供給しており、彼らの技術や作風がよく知られて

いたことや、17世紀の戦乱により、ネーデルランドの芸術家たちの多くが職を

求めてパリにやってきて、サン・ジェルマン・デ・プレ街区に居住しており、

彼らについての情報が豊富であったことなどがあげられる。そのため、ル・ブ

ランはネーデルランドの画家たちが戦闘の表象に精通していたことを知ってい

たのであり、織匠へのデッサンやカルトンの提供といったタピスリーの制作に

も馴れていたネーデルランド出身の画家が求められたのだった。

　しかし、なぜファン・デル・ムーランが候補者となったのかは定かではない。

この理由としては、パリにやってきた画家たちを通じてすでに多くのフランド

ル絵画が流通しており、その中で彼の作品がル・ブランの目にとまったことや、

フロンド後にフランスから亡命し、ファン・デル・ムーランが活動していたブ

リュッセルに滞在していたこともあるコンデ親王などの大貴族の情報網からな

どの説がある。18世紀の著述家ドゥザリエ・アルジャンヴィルの著作によると、

ファン・デル・ムーランの評判を聞きつけたコルベールが彼に何点かの作品を

注文し、それに満足したコルベールは、ル・ブランの助言を受けつつ、ファン・

デル・ムーランに書簡を送った。そこでは、王の栄光を広く世の中に広げるた

めに彼を雇い入れる用意があることが述べられ、条件としては2,000リーヴル

の年金とゴブラン製作所内の住居が提示されていた（ 7 ）。

　ファン・デル・ムーランはこれを受け入れ、ゴブランで働くこととなったが、

彼がルイ14世に召し抱えられてゴブランに居住し始めた時期は不明である。彼

の回想録によると、1664年 5 月にヴェルサイユで挙行された祝宴「魔法の島の

悦楽」や1664年 7 月28日の教皇使節と国王との会見に臨席しており（ 8 ）、この時

期には活動を開始していたようである。ただ、ゴブランへの居住の記録で一番

古いものは、1665年 2 月14日のものである（ 9 ）。ゴブランへの所属後、彼はル・

ブランの信頼を得たようで、1665年の記録では、年金額が6,000リーヴルに増

額されている（10）。
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２．調査行とタピスリー

　ゴブランで活動を開始したファン・デル・ムーランはまず、ル・ブランによ

るタピスリーのプロジェクトに参加し、その活動の一環として、戦場を中心に

各地に調査・スケッチに出かけた。タピスリーにおいて写実的に「現実」を再

現するためには、この行為は不可欠なものであった。彼はまず1665年秋に、フ

ランスが1662年にイングランドより購入したダンケルクを訪れた。そして、こ

の町を皮切りにカレー、アルドル、サン-ヴナン、ベテューヌ、アラスなどを

スケッチしながらフランドル諸都市を巡り、翌年の冬の終わりにフランスに

戻った（図 3 ）（11）。その後、1667年にフランドル戦争が始まるとファン・デル・

ムーランはル・ブランとともに国王の軍勢に同行し、ドゥエイやトゥルネイ、

オーデナルデ、アロストなどのフランドル諸都市を訪れている。翌68年初頭に

はフランシュ -コンテ攻略に同行し、ドールやブザンソン、サランなど、コン

デ親王が攻略した諸都市を訪れ、おそらく春にパリに戻っている。

　1672年にオランダ戦争が始まると、ファン・デル・ムーランは開戦初頭より

軍隊に同行し、 6 月16日にルイ14世が指揮した戦争開始の軍事行動であるライ

ン川の渡河にも参加している。その後、彼は戦場を動き回ることになり、12月

にパリに帰還するまで、フランス軍が攻略したオランダの都市を30以上訪れて

いる。スケッチを大量にこなすために、 8 月に彼は、年額700リーヴルで画家

のジャン・ポールを助手として雇い、オランダでの調査行に同行させている（12）。

翌年、戦闘が一段落すると、今度はロワール地方に赴き、『12ヶ月』（『王の館』）

シリーズのタピスリーのために、シャンボール、アンボワーズ、ブロワなどの

宮殿のデッサンを行った。1674年には前年にルイ14世が攻略したマーストリヒ

トを訪れているが、すでに68年に調査を行っているためか、74年にフランスが

出典：Richefort （2004）, p.19.

図 3　ファン・デル・ムーラン「ダンケルクのスケッチ」



駒沢史学78号（2012） 7

再占領を行ったフランシュ -コンテには赴いてはいない。1677年には南ネーデ

ルランドの戦場に赴いたが、同年 1 月に妻のカテリーヌが死亡したため、ルイ

14世が要請した時期より 3 ヶ月遅れ、 4 月17日に国王が出陣しているカンブ

レーのキャンプに到着した（13）。国王にはル・ブランやル・ノートルも同行し

ており、ファン・デル・ムーランは、カンブレー、ヴァランシエンヌ、サン・

トメールなどを訪れ、カッセルの戦いを観戦している。

　1978年にオランダ戦争が終結すると、彼は翌年の夏に再びネーデルランドを

訪れている。戦争を終結させたナイメーヘン条約では、フランスはフランシュ

-コンテを獲得するとともに、スペイン領ネーデルランドでは1668年に手に入

表 1　ファン・デル・ムーランの調査行

時期 訪問地域 訪問都市

第 1 回 1665年秋 アルトワ、フランドル ダンケルク、カレー、グラヴリーヌ、アルドル、
サン-ヴナン、ベテューヌ、アラス

第 2 回 1667年
7 月～ 8 月 フランドル ドゥエイ、トゥルネイ、オウデナルデ、アロスト、

リール、コルトレイク

第 3 回 1668年初頭 フランシュ-コンテ
ドール、ブザンソン、サン-タンヌ、サラン、サ
ン-ローラン-ラ-ロッシュ、グレイ、シャトー・ドゥ・
ジュー

第 4 回 1672年 オランダ

ヴールデン、フィアーネン、ファールト、クーレ
ンボルフ、ヴェイク・バイ・ドゥーステード、ユ
トレヒト、ナルデン、アーメスフォールト、ハル
デルウェーク、エルブ ルフ、カンペン、ズヴォレ、
デーフェンター、ズトフェン、ドゥースブルフ、
アルン ヘム、エシーヌ城、ドゥートゥフム、エ
メリッヒ、レース、ヴェセル、ビューデリッ ヒ、 
オルソイ、クサンテン、トルフュスの渡河点、
ナイメーヘン、フラーヴ、サン- タンドレ、フォー
ルネ城、クレヴクール城、ボーメル、ティル

第 5 回 1673年 ロワール地方 シャンボール、アンボワーズ、ブロワ
第 6 回 1673年 オランダ マーストリヒト

第 7 回 1677年 フランドル カンブレー、ヴァランシエンヌ、サン-トメール、
モン-カッセル、カッセル

第 8 回 1679年 ネーデルランド ブシャン、コンデ、アト、ディナン、シャルルロ
ワ、ソリュー、ヘント、イーペル、エール

第 9 回 1680年 アルザス・ロレーヌ ナンシー、ストラスブール、セレスタ、ブリザッ
ク、フリブール

出典：Richefort （2004）、 "Mémoire", pp.127-131.
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れたいくつかの都市をスペインに返還し、いくつかの都市を新たに獲得した。

ファン・デル・ムーランは、オーデナルデやコルトレイクなどの返還対象の都

市と、エール、コンデ、イーペルなどの新たに獲得した諸都市の双方を訪れて

いる。オランダ戦争終結後、ルイ14世は「統
レ ユ ニ オ ン

合政策」を実施し、フランドルや

ライン左岸の諸都市にフランス王の主権を押しつけ、これらを併合しようとし

た。また、アルザス最大の都市、ストラスブールに対しては、 3 万 5 千人のフ

ランス軍を派遣して降伏を迫り、81年 9 月30日に都市はこれに屈服した。この

ような状況を受けて、同年11月にファン・デル・ムーランはアルザスとロレー

ヌに派遣され、ストラスブールやセレスタ、ブリザッハなど新たにフランスに

併合された諸都市をスケッチしたのであった。

　ファン・デル・ムーランがゴブランに所属した時、『四元素』と『四季』の

タピスリーの制作が開始されており、彼は『四季』の制作に参加している（14）。

しかし、調査行の成果も踏まえ、風景画家としての彼の才能が発揮されたのは、

『ルイ14世記』である。1660年代を中心に、14の国王の事績を表現したこのタ

出典：Richefort （2004）, p.74.

図 4　ファン・デル・ムーラン「スイスとの同盟」
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ピスリーでも、当初はファン・デル・ムーランの役割は限定的であった。なぜ

なら、「成聖式」や「結婚」、外交官と国王との対面などは室内で実施されてお

り、ル・ブランのイニシアチブのもとで、むしろ伝統的なタピスリーの構成で

描かれたのだった。たとえば、ルーヴル宮でのスイスの諸カントンの代表との

同盟締結の場面（1663年11月18日）では、ファン・デル・ムーランはル・ブラ

ンのスケッチをもとに、写実的な場面の絵画を描いているが（図 4 ）、実際の

タピスリーでは中央に宮廷司祭長であるバルベリーニ枢機卿を配し、その両側

でルイ14世とチューリヒ市長が福音書に手をかざして宣誓をするという、演劇

的な場面により表現されている（図 5 ）。

　しかし、後半のルイ14世の戦闘を扱ったタピスリーでは、シーンが屋外で展

開し、そのために風景が重要な位置を占めるようになった。このタピスリーの

シリーズ自体が、王の栄光を教育する役割を担っていたのであり、そのために

は、タピスリーが描く情景は現実を反映し、タピスリーを見る者が容易にその

出典：Daniel Meyer, L’histoire du Roy, Paris, 1980, pp.56-57.

図 5　「スイスとの同盟」 （『ルイ14世記』）
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内容を認識できる必要があったからである。このため、ファン・デル・ムーラ

ンの役割が非常に重要となったのである。彼は調査行で作成した多くのスケッ

チをル・ブランに提示し、ル・ブランはそれを題材としてルイ14世が戦闘行為

における英雄であるような構図をいかに再構成するのかを考えたのだった。こ

うして、ファン・デル・ムーランが戦闘の背景（風景）を担当し、ル・ブラン

が登場人物を描写することとなり、戦闘を扱ったタピスリーは、ふたりの共作

という性格を帯びていった（15）。たとえば、「ルイ14世のダンケルク入城」（図 6 ）

では、前景ではダンケルクへの部隊の入城を指揮するルイ14世が目標地点のダ

ンケルクの町を指揮棒で示しているが、都市の光景はファン・デル・ムーラン

が1665年にスケッチしたもの（図 3 ）が使用されているのである。その他、都

市に向かう国王軍や都市前面の地形にも、彼の仕事が認められる。こうして、

『ルイ14世記』全体の半数の 7 枚のタピスリーに戦場での国王の姿が描かれて

おり、ファン・デル・ムーランは戦場画家として大きな役割を果たしたのだっ

出典：Daniel Meyer, L’histoire du Roy, Paris, 1980, pp.48-49.

図 6　「ダンケルク入城」 （『ルイ14世記』）
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た。

　彼が関係するもうひとつのタ

ピスリーのシリーズに、『12ヶ月』

（『王の館』）がある。1668年に

紡織が開始されたこのシリーズ

は、神聖ローマ皇帝カール 5 世

の注文により16世紀にブリュッ

セルで制作された『マクシミリ

アンの狩猟』の影響を受けてい

る。これは12ヶ月の移り変わり

を国王と宮廷人たちによる活動

（狩猟、バレー、散歩など）に

より示し、その背景にルイ14世が所有する宮殿を描くものであった。タピスリー

の構成は、いずれも柱廊の内側から遠方の城館をみる形式がとられ、柱には季

表 2　タピスリー『12 ヶ月』

1 月 ルーヴル
2 月 パレ-ロワイヤル
3 月 マドリッド（ブローニュの森）
4 月 ヴェルサイユ
5 月 サン-ジェルマン・アン・レイ
6 月 フォンテーヌブロー
7 月 ヴァンセンヌ
8 月 マリモン（エノー）
9 月 シャンボール
10月 テュイルリー
11月 ブロワ
12月 モンソー

出典： Jean Vittet, Arnauld Brejon de Lavergnée, 
La collection de tapisserie de Louis XIV, 
Dijon, 2010.

出典：À la gloire du Roi, p.121.

図 7　「サンジェルマン-アン-レイ」 （『12ヶ月』）
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節の花が描かれ、柱廊には季節の鳥が配されている。そして、城館の前景に宮

廷人たちの活動が描かれていた（図 7 ）。

　この作品におけるファン・デル・ムーラン役割は、『ルイ14世記』よりは限

定的であった。全体の構成を決めたのがル・ブランであったことは同様であっ

たが、このシリーズでは花、果実、動物、鳥など、さまざまな構成要素があり、

それぞれはそのテーマを専門とする画家が描いたのであり、ファン・デル・ムー

ランの担当は宮殿の光景やその前に配された騎兵などに限定されていた。だが、

ロワール地方やパリ周辺での宮殿のデッサンが、このシリーズの制作において

必要不可欠であったのも事実である。

３．ヴェルサイユとマルリー―戦争画の制作

　ゴブランに所属した後、ファン・デル・ムーランはル・ブランの協力者とし

て活動を開始したが、次第に有能な画家として認められるようになっていった。

デッサンのために各種行事に参加し、フランドル戦争に同行したことにより、

国王をはじめ宮廷人たちに彼の名は広まっていった。特に、ルイ14世は、フラ

ンドルでの戦闘場面の絵画を見たがり、その内容についての指示も出していた

ようである（16）。

　ファン・デル・ムーランへの国王の信頼の篤さを示す出来事が1669年に起き

ている。3 月25日に彼の息子のルイの洗礼式が行われたが、これはチュイルリー

宮の礼拝堂で行われ、ルイ14世とオルレアン嬢（アンヌ・マリ・ルイーズ・ド

ルレアン、ルイ14世の従妹）が代父母となった（17）。さらに、この年にはルイ

14世は、軍隊の行進と戦闘および都市への入城の版画を作成する特権を彼に与

えている。1669年にはファン・デル・ムーランは城館を前にしたルイ14世とそ

の廷臣たちの絵画を 4 枚制作している（図 8 ）（18）。これらの作品により、彼の

才能はル・ブランの指揮のもとで制作を行うだけにとどまらず、自身で絵画の

優れた構成を行う能力があり、画家としての素質に恵まれていることが示され

たのである。そして、1673年には彼は絵画彫刻アカデミーの会員として迎えら

れている。

　後述する版画を除けば、1674年頃まではファン・デル・ムーランの仕事のほ



駒沢史学78号（2012） 13

とんどはタピスリーの制作であった。この時期はヴェルサイユ宮殿の増築が本

格化しだした時期で、多くの芸術家が宮殿の作業に投入されたため、新たなタ

ピスリーの制作は中断することとなった。このため、1672年に開始されたオラ

ンダ戦争が『ルイ14世記』の題材となることはなかった。

　ヴェルサイユ宮殿の内装は三段階で行われた、つまり、1668年に大改築が決

定された後、1671年頃より内装工事が開始された正殿（王のアパルトマンと王

妃のアパルトマン）と、増築時の計画に含まれていたが、内装工事は1674年以

降となる大使の階段、およびテラスを撤去して建設することが1678年に決定さ

出典：Richefort （2004）, p.21.

図 8　ファン・デル・ムーラン「サンジェルマン-アン-レイの前の国王」
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れた鏡の回廊である（19）。そのため、大使の階段ではその一部で、鏡の回廊で

はオランダ戦争の出来事が天井画の主題として、全面的に展開することとなっ

た。戦争の場面を取り入れるために、ファン・デル・ムーランが描く写実的な

情景をその中に取り込もうと、ル・ブランが努力した形跡がある。たとえば、

「戦争へと赴くルイ14世」（図 9 ）では、ル・ブランによる前景では、ルイ14世

が右側のミネルヴァに導かれて戦場に赴こうとし、左側ではキューピット（愛

Amours）に囲まれた若い女性が彼を引き留めている。王が向かおうとする右

手には、空の馬がおり、王がこれに乗って戦場へと向かうことを示している。

その背景にはファン・デル・ムーランが描く戦場の光景が広がっている。ここ

では王はローマ風ではなく、同時代の装束をまとっている。このようなデッサ

ンは数多く残っており、神話やアレゴリーによる表象と写実的な表象を融合さ

せようとする試みが窺える。

　鏡の回廊の天井画については、アポロンからヘラクレスへとテーマが変更さ

れた後に、最終的にルイ14世そのものが描かれることとなったが、その時のル・

出典：À la gloire du Roi, p.146.

図 9　ル・ブラン、ファン・デル・ムーラン「戦争へと赴くルイ14世」
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ブランのデッサンのなかにもファン・デル・ムーランの絵画を取り入れようと

したものが残っている。鏡の回廊の北側の部分のみが残っているこのデッサン

では、中央に三つの大型絵画が描かれ、「王の親政/フランスの隣国による力の

誇示」、「ラインの渡河」および「マーストリヒトの攻略」が神話の神々とロー

マ風の装束をまとったルイ14世により表現されている。これに対して、その両

脇に配された四カ所の長方形の部分では、ファン・デル・ムーランの絵画のよ

うな写実的な情景で、「マーストリヒトのキャンプの前の国王」や「ドールの

占領」などが配されていた（20）。だが、このような写実的な表現が大使の階段

や鏡の回廊で展開されることはなく、そこでの戦争の表現は伝統的なものが採

用された。すなわち古典や神話のモチーフを使用することにより、戦争の内容

を誇張して表現したのであり、ルイ14世はローマ風の装束を身にまとった姿で

描かれ、ごく一部の例外を除き、彼以外の登場人物は神話の神々や、「フランス」

や「正義」、「豊穣」などをアレゴリー的に表現する人物であった。

　だが、そのヴェルサイユの内装で、ファン・デル・ムーランの絵画が配され

た例がひとつだけ存在する。それは大使の階段の壁面であった。1677年にファ

ン・デル・ムーランは国王に呼ばれてカンブレー近郊のキャンプに赴いたが、

そこで国王は彼に、この年の最新の征服の思い出を、大使の階段で絵画にとど

めるように命じたのだった。その結果、大使の階段の北面にルイ14世による勝

利である「カンブレー要塞の降伏（ 4 月17日）」（図10）と「ヴァランシエンヌ

の攻略（ 3 月17日）」が、南面には王太子による戦勝、「モン-カッセルの戦い

（ 4 月11日）」と「サン-トメールの攻略（ 4 月20日）」が描かれることとなった。

だが、そのまま描いたのでは全体との調和がとれないと判断したのだろう。ル・

ブランはこれらの絵画をだまし絵のタピスリーの形式にしたのだった（21）。ル

イ14世が直接登場するという点で、ヴェルサイユでの国王の表象はルネサンス

以降の神話を題材とした隠喩的表現という伝統の枠を一歩踏み出したものでは

あった。だが、歴史画の伝統から離れ、写実的な表現を取り入れることは回避

されたのである。

　ヴェルサイユでは重用されなかったファン・デル・ムーランであったが、彼

の作品によって装飾がなされた王宮もあった。それがマルリー宮である。ヴェ
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出典：Richefort （2004）, p.97.

図10　ファン・デル・ムーラン「カンブレー要塞の降伏」
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ルサイユの改築が進み、そこが首都機能を有する宮廷所在地へと変貌していく

なかで、ルイ14世は取り巻きたちを満足させ、田園生活への欲求を満たすための、

友人たちと過ごすより私的な館を求めるようになった。そのため、ルイ14世は

1679年にマンサールに、ヴェルサイユの北 2 リューの地に城を建設することを

命令した。1683年に完成したマルリー宮は、中心に池を配し、その南の奥に「王

の館Pavillon royal」が建設され、その北側に、池を囲むかたちで12の小館が

配されていた。ここでは王の館を太陽とみたて、王により招待された者たちが

宿泊するこれらの小館は、太陽の運行による12ヶ月を表現していた（図11）（22）。

　王の館は 2 階建てで、 1 階には国王と近親者向けのアパルトマンが 4 個、 2

出典：À la gloire du Roi, p.220.

図11　P.-D. マルタン「マルリー全景図」
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階にはそのほかの王族のための部屋が建設された。 1 階では中央にサロンが配

置され（図12；E）、屋外からサロンへとアクセスするための玄関ホールが 4

個設けられた（A～D）。そして、玄関ホールに仕切られるかたちで、それぞ

れ 3 部屋（控の間、居室、執務室）からなる 4 つのアパルトマンが存在してい

いた（ 1 ～ 4 ）。田園の館と位置づけられた王の館の装飾は、単純を旨として

いた。そのため、天井画が描かれることはなく、ルイ14世は壁面を自身の趣味

に合致した絵画で飾ることを計画した。ルイ14世はゴブランに所属する画家た

出典：À la gloire du Roi, p.221.

図12　フランソワ・ブロンデル「マルリー宮平面 1714-1715年」
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ちに絵画の制作を依頼し、花や果実を描く画家たちがまずこれに応えた。そし

て、大使の階段の仕事を終えたファン・デル・ムーランが、残りの絵画を制作

することとなった。

　ファン・デル・ムーランに与えられたテーマは、「王の征服」で、1667年以

降のルイ14世の戦勝を描いた絵画が、マルリーの建設開始を前後して制作され

始めた。彼は1683年終わりに14枚を完成させ、1684年前半にさらに 6 枚を納入

し、1685年 5 月にはそれらのほとんどがマルリーに飾られた。 1 階の各部屋に

飾られた絵画のリストが表 3 だが、玄関ホールには長辺のふたつの扉の間に絵

画が配置された。中央のサロンには、当初はスペースがなく、絵画が置かれな

かったが、1699年に暖炉が設置されたことにより、その上に絵画を飾ることが

可能となった（23）。ルイ14世はここには戦争画ではなく、四季を表す絵画を 4

点飾った。各アパルトマンでは、当初は国王のアパルトマン以外には、扉の上

の部分に花瓶に入った花の静物画が置かれていたが、後にはそれらも戦争画に

置き換えられた。また、マルリー宮に飾られた戦争画はすべてファン・デル・

ムーランによって描かれたわけではなく、一緒に調査行へと赴いたジャン・ポー

ルも 5 点の絵画を制作している。また、1691年にファン・デル・ムーランが死

去した後にも、アトリエに所属していたJ.-B. マルタン、その従弟のP.-D.マル

タンなどが、彼が下絵を描いていたものを完成させたり、新たな作品を描いた

りした。ゲッラによる詳細な目録によると、マルリーに飾られた戦争画は、総

数で48点を数える（表 4 ）（24）。

　「王の征服」のために描かれた絵画は、基本的にはタピスリーの『ルイ14世

記』構成を踏襲したものである。つまり、「ブザンソンの攻囲（1674年）」（図

13）では、後景に攻囲の対象であるブザンソンの街が配され、その前面にフラ

ンス軍による攻撃の模様が描かれている。前景では白馬にまたがるルイ14世の

部分が明るく描かれ、そのまわりには将軍たちが配されている。しかし、タピ

スリーとの相違点もある。つまり、画面において国王の占める割合が圧倒的に

少ないのである。これは他の絵画でもほぼ同様であり、さらにはクレキ元帥に

よるリュクサンブール攻略（1684年）のように、ルイ14世以外により指揮され

た戦闘を扱ったものもある。さらには、デュラ公爵が指揮した「ジュー要塞の
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表 3　マルリー宮１階の絵画
1693-1699 1701 1713

A. 東玄関ホール
ヴァランシエンヌの攻略 （Paul）
マーストリヒトの攻略 （Paul）

ヴァランシエンヌの攻略 （Paul）
カンブレー （Paul）

リュクサンブールの攻略 （VDM）
リュクサンブール都市景観 （VDM）

B. 北玄関ホール
マーストリヒト都市図 （Paul）
ドール （Paul）

マーストリヒト都市図 （Paul）
ドール （Paul）

マーストリヒト都市景観 （VDM）
カンブレー （VDM）

C. 南玄関ホール
トゥルネイ （VDM）
オウデナルデ （VDM）

トゥルネイ （VDM）
オウデナルデ （VDM）

トゥルネイ （VDM）
オウデナルデ （VDM）

D. 南玄関ホール
モンス （S. Le Comte）
ナミュール （J. B. Martin）

モンス （S. Le Comte）
ナミュール （J. B. Martin）

ヴァランシエンヌ都市景観 （VDM）
ドゥエイ （VDM）

E. サロン
春 （Coypel）
夏 （Boulogne）
秋 （de la Fosse）
冬 （Jouvenet）

春 （Coypel）
夏 （Boulogne）
秋 （de la Fosse）
冬 （Jouvenet）

春 （Coypel）
夏 （Boulogne）
秋 （de la Fosse）
冬 （Jouvenet）

王のアパルトマン
1a. 控の間
　扉の上 ナルデン （VDM）

ロー （VDM）
ラインの渡河 （Parrocel）

ナルデン （VDM）
ロー （VDM）

ナルデン （VDM）
ロー （VDM）
ユトレヒト （J. B. Martin）

　壁面 マーストリヒト都市景観 （VDM）
ヴァランシエンヌ都市景観 （VDM）

マーストリヒト都市景観 （VDM）
マーストリヒトの攻略 （VDM）

1b. 執務室
　扉の上 サラン （VDM）

ジュー （VDM）
サラン （VDM）
ジュー （VDM）

サラン （VDM）
ジュー （VDM）

1c. 居室
　扉の上 イーペル （VDM）

コンデ （VDM）
イーペル （VDM）
コンデ （VDM）

イーペル （VDM）
コンデ （VDM）

王妃のアパルトマン
2a. 控の間
　扉の上 静物画 （花）

静物画 （花）
ドゥースブルフ （VDM）
エール （VDM）

ドゥースブルフ （VDM）
エール （VDM）

　壁面 ブザンソン （VDM）
リール （VDM）

ブザンソン （VDM）
リール （VDM）

2b. 執務室 （1686; 王太子、1694; マントノン夫人）
　扉の上 静物画 （花）

静物画 （花）
グレイ （VDM）
フリブール （VDM）

グレイ （VDM）
フリブール （VDM）

　壁面 カンブレー （VDM） カンブレー （VDM）
2c. 居室 （1686; 王太子、1694; マントノン夫人）
第３アパルトマン
3a. 控の間 （会食の間）、居室 （1699; ブルゴーニュ公）、階段 （1711）
　扉の上 静物画 （花）

静物画 （花）
ビューデリッヒ （J. B. Martin）
フラーヴ （J. B. Martin）

　壁面 アラスでの王妃 （VDM）
ポン・ヌフ上の国王 （VDM）

コルトレイク （VDM）

3b. 執務室
　扉の上 静物画 （花）

静物画 （花）
ヴェッセル （J. B. Martin）
シェンク城 （J. B. Martin）

ヴェッセル （J. B. Martin）
シェンク城 （J. B. Martin）

　壁面 ジェノヴァ （VDM） ポン・ヌフ上の国王 （VDM）
3c. 居室 （1686; パラティナ公夫人、1687; 王弟フィリップ、1699; ブルゴーニュ公夫人、1711; パラティナ公夫人、
1714; ベリー公夫人）
　扉の上 静物画 （花）

静物画 （花）
レース （J. B. Martin）
オルソイ （J. B. Martin）

レース （J. B. Martin）
オルソイ （J. B. Martin）

　壁面 アラスでの王妃 （VDM）
第４アパルトマン
4a. 控の間 （1686; 王弟フィリップ、1687; パラティナ公夫人）、居室 （1699; パラティナ公夫人、1711; ブルゴーニュ公、
1712; ベリー公夫人）、控の間 （1714; パラティナ公夫人）
　扉の上 静物画 （花）

静物画 （花）
ズトフェン （P. D. Martin）
ラインベルク （P. D. Martin）

ズトフェン （P. D. Martin）
ラインベルク （P. D. Martin）

　壁面 ドゥエイ （VDM） ドゥエイ （VDM）
4b. 執務室
　扉の上 静物画 （花）

静物画 （花）
デーフェンター （P. D. Martin）
エルブルフ （P. D. Martin）

デーフェンター （P. D. Martin）
エルブルフ （P. D. Martin）

　壁面 リュクサンブール都市景観 （VDM）リュクサンブール都市景観 （VDM）
4c. 居室 （1686; 王弟フィリップ、1687; パラティナ公夫人、1699; 王弟フィリップ、1711; ブルゴーニュ公、1712; ベリー
公、1714; パラティナ公夫人）
　扉の上 静物画 （花）

静物画 （花）
クレンボルフ （P. D. Martin）
クサンテン （P. D. Martin）

クレンボルフ （P. D. Martin）
クサンテン （P. D. Martin）

　壁面 リュクサンブールの攻略 （VDM）
ディナン （VDM）

リュクサンブールの攻略 （VDM）

VDM=Van der Meulen
出典： Stéphane Castelluccio, Les "Conquestes du Roy" du château de Merly, Guerra, La peinture d'historie à Marly 

sous Louis XIV.
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表 4　マルリー宮の戦争画一覧
作者 タイトル フォーマット （m）

1 Van der Meulen リュクサンブールの占領 （1684年6月3日） H:2,21 - L:4,00
2 Van der Meulen ディナンの都市と要塞の攻囲 （1675年5月6日） H:2,23 - L:3,31
3 Van der Meulen リュクサンブールの光景 （1684年6月3日） H:2,21 - L:4,00
4 Van der Meulen ドゥエイへの国王の到着 （1667年7月2日） H:2,20 - L:3,28
5 Van der Meulen マーストリヒト前面のキャンプへの国王の到着 （1673年6月） H:2,30 - L:3,32
6 Van der Meulen ヴァランシエンヌの攻囲 （1677年3月16日） H:2,28 - L:3,332
7 Van der Meulen ナルデンの攻略 （1672年6月20日） H:2,20 - L:1,77
8 Van der Meulen ローの攻略 （1678年5月4日） H:2,15 - L:1,52
9 Van der Meulen サランの攻略 （1674年6月22日） H:1.87 - L:1.69
10 Van der Meulen ジュー要塞の攻略 （1674年6月） H:1,87 - L:1,69
11 Van der Meulen イーペルの攻略 （1678年3月19日） H:2,19 - L:1,705
12 Van der Meulen コンデの攻略 （1676年4月26日） 不明
13 Van der Meulen ブザンソンの攻囲 （1674年5月15日） H:2,30 - L:3,35
14 Van der Meulen 攻囲されるリールの光景 （1667年8月） H:2,30 - L:3,28
15 Van der Meulen カンブレーの都市と要塞の攻囲 （1677年3月28日～ 4月5日） H:2,17 - L:3,23
16 Van der Meulen トゥルネイ前面で宿営するルイ14世の軍隊 （1667年6月） H:2,07 - L:3,445
17 Van der Meulen オウデナルデの攻囲 （1667年7月31日） H:2,15 - L:3,39
18 Van der Meulen ルイ14世とマリ-テレーズのアラス入城 （1667年7月30日） H:2,32 - L:3,31
19 Van der Meulen ポンヌフをわたりノートル-ダム大聖堂へと赴くルイ14世 

（1660年8月27日）
H:1,88 - L:3,27

20 Van der Meulen ルイ14世に攻略されるドールの光景 （1668年2月14日） H:2,16 - L:2,94
21 Van der Meulen シャルルロワの攻略 （1667年6月12日） H:2,30 - L:3,25
22 Van der Meulen 1667年7月18日に攻略されたコルトレイクへのルイ14世の軍隊

の行進 （1667年7月18日）
H:2,30 - L:3,26

23 Van der Meulen エールの攻囲  （1676年7月31日） H:2,20 - L:1,70
24 Van der Meulen ドゥースブルフの攻略 （1672年6月21日） H:2,20 - L:1,46
25 Van der Meulen フリブールの攻囲 （1677年11月17日） H:2,20 - L:1,675
26 Van der Meulen グレイの攻略 （1674年2月28日） H:2,15 - L:1,67
27 Le Conte ルイ14世によるモンスの攻略 （1691年4月9日） H:2,66 - L:1,82
28 J.B. Martin ビューデリッヒの光景 （1672年6月） 不明
29 J.B. Martin* フラーヴの光景 （1672年7月14日） H:1,76 - L:1,62
30 J.B. Martin ナミュールの攻囲 （1692年6月） H:2,71 - L:2,01
31 J.B. Martin* オルソイの攻略 （1672年6月3日） H:2,20 - L:1,68
32 J.B. Martin レースの攻略 （1672年6月8日） H:2,20 - L:1,70
33 J.B. Martin シェンク城 （1672年6月19日） 不明
34 J.B. Martin ユトレヒトの攻略 （1672年6月30日） H:2,22 - L:1,53
35 J.B. Martin ヴェセル （1672年6月） 不明
36 P.D. Martin クレンボルフ （1672年） 不明
37 J.B. Martin デーフェンター （1672年?） 不明
38 J.B. Martin エルブルフの光景 （1672年） H:1,16 - L:1,62
39 J.B. Martin リュクサンブールの光景 不明
40 J.B. Martin ラインベルクの攻略 （1672年6月6日） H:2,22 - L:1,70
41 J.B. Martin クサンテンの攻略 （1672年6月8日） H:2,20 - L:1,70
42 J.B. Martin ズトフェン （1672年6月） 不明
43 Joseph Parrocel ラインの渡河 （1672年6月12日） H:2,34 - L:1,64
44 Jean Paul カンブレーの攻囲 （1677年4月6日） 不明
45 Jean Paul ドールの攻略 （1674年6月6日） H:2,29 - L:3,30
46 Jean Paul マーストリヒト都市図 H:3,23 - L:2,99
47 Jean Paul マーストリヒトの攻囲 （1673年6月28日） 不明
48 Jean Paul ヴァランシエンヌの攻囲 （1677年3月17日） H:3,23 - L:3,93

*=Van der Meulenの下絵を完成。
出典：Paul Duque Estrada Guerra, La peinture d'historie à Marly sous Louis XIV.
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攻略」（図14）は、戦闘のシーンですらない。このことから、マルリーの一連

の絵画が「王の征服」をテーマとしつつも、一種の風景画として描かれた可能

性を示している。田園生活を模したマルリー宮では、フランス各地の風景が飾

られるのにはふさわしい場所であった。このことは、1679年の調査行において、

「王の新たな征服により獲得した都市や要塞の眺望を、スペイン王とのナイメー

ヘン条約により返還したそれらとともに、一望のもとに
4 4 4 4 4 4

les views en perspective

描く（傍点は筆者による）」（25）ことが求められたことによっても示されていよ

う。ルイ14世はマルリー宮の絵画の内容に関してさまざまな指示を出していた

が、戦闘場面よりは都市の景観や新たに王国に加えられた地域の光景を描くこ

とを望んだのだった。マルリー宮の建築当初には、王のアパルトマンの控の間

にジョセフ・パロセルによる「ラインの渡河」が飾られていたが、この絵画は

渡河作戦を指揮するルイ14世を非常に大きく描いていた（図15）。だが、この

絵は1701年以降の記録には登場しておらず、このことはマルリーの絵画群では

出典：Richefort （2004）, p.106.

図13　ファン・デル・ムーラン「ブザンソンの攻囲」
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タピスリーとは異なるものが求められていたことを暗示している。

　宮殿内に風景画を飾ることは、ヴェルサイユの離宮であるトリアノン（大理

石のトリアノン）でも行われた。多くの部屋をもつこの離宮では、神話や宗教

を題材としたものや静物画などが飾られたが、これらに加えて、ヴェルサイユ

宮殿やその庭園内の噴水の光景やJ.-B. マルタンによる風景のなかにたたずむ

廃墟の絵画が飾られたのだった（26）。

出典：Richefort （2004）, p.113.

図14　ファン・デル・ムーラン「ジュー要塞の攻略」
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４．版画

　ファン・デル・ムーランのもうひとつの重要な活動として、版画の制作が挙

げられる（27）。1660年代はコルベールのもとでさまざまな国王のプロパガンダ

政策が開始されたが、版画もその一翼を担っていた。コルベールは詩や建築と

出典： Frédéric Lacaille （dir.）, Peintures murales aux Invalides l’oeuvre révélé de Joseph 
Parrocel, Dijon, 2005, p.148.

図15　ジョセフ・パロセル「ラインの渡河」
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同様に、絵画や版画によるイメージが王の栄光を永続させることを理解してお

り、版画をプロパガンダの道具として活用することを決定した。つまり、版画

により王の輝かしい行動や宮殿の壮麗さ、祝宴の光景、宮廷の豪華さ、王国の

知的で芸術的な豊かさを知らしめようとしたのである。このため、版画の保存

機関として以前より存在していた国王収集室Cabinet du Roiを整備するととも

に、1667年12月22日の国王顧問会議裁定により、コルベールにより認可された

者以外が、国王の城館の平面図や立面図、国王が所有する絵画の版画制作を禁

止した（28）。統治に関するイメージをコントロールしようとしたのである。

　ファン・デル・ムーランはブリュッセルで活動していた時には版画には関係

していなかったが、パリへと移住した後、みずからの絵画を版画にすることを

開始した。上述の王権の政策のもとで、彼は王の城館や征服の場面などを版画

とし、それらを一般に売却することの可能性を認識したのであろう。そして、

1669年10月30日に、ファン・デル・ムーランは国王より、「都市や征服された

要塞の光景、国王の城館や行軍、要塞および眺望を版画にして印刷する許可」

を得た（29）。ファン・デル・ムーランはその許可を受ける以前から、弟子とし

て版画制作能力のある者たちを雇用していた。ひとりはフランドル出身のブー

デュアンAdam-Françis Bouduinsで1667年に彼の弟子となっている。もうひ

とりは、オランダ出身の戦争画家のフュヒテンブルクJan van Huchtenburgで、

パリに滞在している時に雇われた。

　ファン・デル・ムーランはまず、調査行でのスケッチにもとづいた、風景と

軍事行動の情景から版画の制作を開始した。フュヒテンブルクはまず都市への

攻撃や入城を題材とした、楕円形の小品（幅10.5cm高さ8-9cm）を 8 枚制作し、

さらに行進や戦いの光景を描いた長方形の小品（幅17cm高さ11.5cm）を 5 枚

制作した。これらは単品や小アルバムに製本されたかたちで販売された。これ

にたいして、ファン・デル・ムーランは、ブーデュアンには国王向けのより大

きな作品の制作を依頼し、1670年には13点が完成した（表 5 ）。ルイ14世はこ

れらの版画を高く評価し、各作品を50部ずつ購入し、その金額は1,400リーヴ

ルであった（30）。

　これらの作品の成功により、ファン・デル・ムーランは、画家や美術愛好家
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向けに風景画を制作する一方で、国王の征服の版画をさらに制作しようとした。

1670年にはフュヒテンブルクがオランダに帰国し、ブーデュアンだけでは手が

足りないので版画家をそのほかに 6 人の版画家に制作を依頼している（31）。

　1674年にはフランドルとフランシュ-コンテの諸都市の攻略を描いた都市攻

略図が13作品完成したが（32）、そのうちの 4 点（リール、トゥルネイ、オーデ

ナルデ、コルトレイク）のみが国王に買い上げられ、その時制作が進んでいた

そのほかの 3 点（ドゥエイ、シャルルロワ、ベルグ）も購入の対象とはならな

かった。これは、コルベールが版画購入の予算を削減したことが原因であった。

この後、コルベールは王室による購入作品の一部を売却して新作の購入資金に

する方針を打ち出し、1670年に購入されたファン・デル・ムーランの作品も

1679年に一部が売却された。しかし、コルベールの建築長官在任中は、ファン・

デル・ムーランの版画が新たに購入されることはなかった。

　1683年にコルベールが死去して、後任の建築長官にルヴォワが就任すると、

ファン・デル・ムーランはルヴォワに請願書を提出した。そこでは制作した版

画の購入を願い出ており、あるいは、これまでにかかった支出を取り戻すため

に、必要な分を国王が購入した後に、残部を一般に売却する許可を求めてい

る（33）。ルイ14世はこれまでに制作されたものをすべて購入したわけではなかっ

表 5　1670年に納入された版画

タイトル サイズ（cm）
ポンヌフをわたりノートル-ダム大聖堂へと赴くルイ14世 H : 51,0 - L : 94,0
ヴェルサイユの光景 H : 50,0 - L : 76,5
庭園から眺めたフォンテーヌブローの光景 H : 49,5 - L : 132,0
国王のダンケルク入城 H : 49,0 - L : 130,5
アルドルの光景 H : 50,5 - L : 79,5
ベテューヌの光景 H : 49,0 - L : 133,0
ブザンソンの光景 H : 50,0 - L : 130,5
サリンの都市と城外区の光景 H : 49,5 - L : 129,5
ジュー城の光景 H : 40,0 - L : 67,5
サン-ローラン-ド-ラ-ロッシュの光景 H : 41,0 - L : 67,0
サン-ローラン-ド-ラ-ロッシュの光景 H : 42,0 - L : 69,0
サン-タンヌ城の光景 H : 40,0 - L : 66,7
サン-タンヌ城の光景 H : 41,0 - L : 68,5

出典; Richefort （2004）, pp.149-151.
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たが、1685年 5 月には16点を各200部ずつ、総額3,200リーヴルで購入してい

る（34）。そして、『メリュキュール・ガラン』の同じ月の号に、「フォンテーヌ

ブロー宮に向かう王妃」を除く15点の販売が告知されている。

　この後、ファン・デル・ムーランはマルリー宮のために描いた絵画に対応す

る版画を定期的に制作した。1686年には「カンブレーの光景」と「カンブレー

要塞の攻撃」の 2 点が完成して販売された（35）。同年 3 月にはルイ14世はこれ

らに「ヴェルサイユ」と「ヴァンセンヌ」を加えた合計 4 作品をそれぞれ200

部購入している。そして、翌年には「マーストリヒトの攻囲」と「ディナンの

攻囲」、1688年には「ラインの渡河」と「ヴァランシエンヌの攻略」を販売し

ている（36）。

　ファン・デル・ムーランが全体でどの程度の点数の版画を制作させたのかは

不明である。記録の不備もあるが、さらには本人が直接に指示したものではな

く、彼の死後に制作されたものや、彼の絵画のモチーフの一部を利用したもの

などの存在が、彼の版画制作活動の実態を解明することを困難にしているから

である。しかし、大まかな傾向を示すことは可能であろう。たとえば、1743年

に出版された王立図書館の目録では、ファン・デル・ムーランの原画を版画化

したものとして、71点が記載されているが（37）。その内訳は、狩りなどの国王や

王妃の活動が 6 点（8.5%）、城館の光景が 4 点（5.6%）、都市の景観図が19点（26.8%）、

戦闘の光景が13点（18.3%）、風景画が26点（36.6%）、その他が 2 点となってい

る。また、ルーヴル美術館の銅版画の目録からリシュフォールが作成したリス

トによれば（38）、現在ルーヴル美術館には96点の彼の絵画を題材とした銅版画が

所蔵されており、国王や王妃の活動が 6 点（6.3%）、城館の光景が 4 点（4.2%）、

都市の景観図が14点（14.6%）、戦闘の光景が41点（42.7%）、風景画が27点（28.1

%）、その他が 4 点となっている。ただし、戦闘の41点のうち、具体的な戦いを

題材としたものは20点で、それ以外は「騎兵の戦闘」や「部隊の行進」などル

イ14世の事績とは関係のないものである。

　版画の内容であるが、「ポンヌフをわたりノートル-ダム大聖堂へと赴くルイ

14世」のように、絵画と全く同じ構成であるものは稀で、ほとんどが版画用に

下絵が描かれているのがわかる。たとえば、「ジュー城の光景」（図16）は、絵
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画（図14）と全体の構成は似ており、背景は同様である。ただ、縦横の比率や

視点が異なっており、絵画のほうが前景の人物が強調されている。さらに「ダ

ンケルク入城」（図17 ）は、タピスリーとの比較ではあるは、構図が全く異なっ

ている。版画ではパノラマ的にダンケルク入城の光景が描かれており、中央か

ら少し左に配されている国王をすぐに識別することは難しい。表 5 に記載され

た版画のサイズからもわかるように、横幅が縦の 2 倍以上で、パノラマ的に風

景を見せているものが多いのも版画の特徴である。版画の場合、マルリーの絵

画に比べても、前景の重要度はより低くなっている。このことは、版画のほう

が絵画より風景の重要度がより高いことを示していよう。国王がファン・デル・

ムーランの版画を 1 枚20ソルで購入したように、版画は高価なものではなく、

彩色の制限があったことも手伝い、貴族や裕福なブルジョワが額装して壁面に

飾るようなものではなかった。フュヒテンブルクが製作した小品が製本されて

発売されもしたように、版画は多くの点数を収集することが重要であり、その

意味で、ルイ14世が新たに征服した地域のさまざまな風景が表現されているこ

とに意味があったのであろう。実際、1670年にルイ14世が購入した版画が売却

出典：Richefort （2004）, p.136.

図16　ファン・デル・ムーラン「ジュー城の光景」
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された際、『メルキュール・ガラン』の記事は、ファン・デル・ムーランが実

際に訪れてデッサンを行った地域が正確に描写されていることを強調していた

のである（39）。

おわりに

　以上、ファン・デル・ムーランの活動と作品を概観してきた。彼の作品はル

イ14世のプロパガンダ政策のなかで重用され、「王の栄光」の表象と流布に大

きな役割を果たした。戦争王ルイ14世のもとでは、彼の戦勝の表象は非常に重

要であった。ファン・デル・ムーランはルヴォワに宛てた請願のなかで、「こ

の事業［ルイ14世の征服を題材とした版画の制作］に国王陛下は大変にお喜び

になり、国王陛下はご自身で外国の要人にこれらを配付するために初刷りをお

買い上げになったのでした」と述べている（40）。ルイ14世は実際に、1679年よ

り都市景観を描いた彼の版画を宮廷の大貴族や高位聖職者、芸術家や学者に配

付しており、外国使節にも与えられた（41）。

　しかし、ファン・デル・ムーランの描く絵画は、当時のフランス画壇に大き

な影響を与えたわけではなかったのも事実である。

　ファン・デル・ムーランが1673年に絵画彫刻アカデミーの会員となったこと

はすでに述べたが、この入会は異例なものであった。第一に、アカデミーに所

属する画家は、歴史画など、その専門が定められるのだが、彼の場合にはそれ

出典：Richefort （2004）, p.138.

図17　ファン・デル・ムーラン「ダンケルク入城」
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が定められなかった。また、アカデミーへの入会に際しては、入会作品を提出

し、それが審査されて入会が認められるのであったが、この提出もなされなかっ

た。彼のアカデミー入会は王の主席画家で、アカデミーのトップであったル・

ブランの推薦により強引に行われたのである。ル・ブランは同年の『メルキュー

ル・ガラン』に、ファン・デル・ムーランの画才を賞賛する文章を掲載してお

り（42）、ル・ブランがファン・デル・ムーランの画壇での地位を確立しようと努

力していたことが窺える（43）。同じ1673年の 8 月24日から 9 月 3 日まで、コル

ベールが絵画彫刻アカデミー会員の作品展を開催し、ファン・デル・ムーラン

は「リール」と「ドール」の 2 点を出品している。だが、この後には彼が積極

的にアカデミーの活動に参加した記録は存在しないのである。彼は当時の絵画

論についての論争に加わったわけではなく、アカデミーと距離をとり続けた（44）。

　さらに、ヴェルサイユ宮の表象に見られるように、ファン・デル・ムーラン

の写実的な表現が宮廷などの建築物の内装として採用されたこともなかった。

建築物の表現はあくまでも、神話を題材としたものであり続けたのである。で

は、マルリーの絵画についてはどのように考えるべきであろうか。ひとつには、

すでに述べたように、重要なのはルイ14世による攻略ではなく、むしろ都市の

眺望であり、田園生活を疑似体験するためのマルリー宮では、装飾として各地

の風景画が求められたという可能性である。また、マルリーはヴェルサイユに

比べて公開性が低く、招かれる者も国王と親交が深い貴族たちが中心であった。

そのため、私的建造物としての性格が強いマルリーでは、あえて公的な表現で

ある神話を採用しなかったとの指摘もある（45）。彼により版画制作が行われた

ことも、公的な場所に飾られるというよりもむしろ、私的な空間で個人が楽し

むためのものという、彼の絵画の性格を表しているとも考えられる。いずれに

せよ、ファン・デル・ムーランの描く絵画は、当時やその後のフランス画壇に

大きなインパクトを与えるものではなかった。

　このことは、その後の戦争画の状況を見ても明らかである。ファン・デル・

ムーランのアトリエには彼のもとで戦争画を学んだ画家が何人かいた（46）。

1672年にアトリエに加わったジャン・ポールは1680年代初頭に師匠に先立って

死去していたので、ファン・デル・ムーランの死後、後継者の最右翼はJ.-B. 
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マルタン（1658/59-1735）であった。ヴォーバンのもとで働いていたマルタン

は、1674年にファン・デル・ムーランのアトリエに入り、その死後はゴブラン

で「王の征服の第一画家」の資格を継承している。「戦
マ ル タ ン ・ デ ・ バ タ イ ユ

闘のマルタン」とも称

される彼は、師匠が残した数多くの未完成作品を仕上げ、国王の命令でアウク

スブルク同盟戦争（1668-1697）の戦場を訪れ、戦闘画を描き続けた。彼は同

時期にボーヴェで紡織されたタピスリー『王の征服』シリーズの原画も手がけ

ている。この他にファン・デル・ムーランのアトリエにいたものとしては、従

弟のP.-D. マルタン（1663（73?）-1742）が挙げられ、コンデ公のもとでファン・

デル・ムーランに影響された戦争画を描いていたル・コント（1559-60-1694）

も、彼の死後にJ.-B. マルタンとともに未完成作品の完成やスケッチ行を行っ

ていた。ファン・デル・ムーランのアトリエに所属していない唯一の画家が、

パロセルJoseph Parrocel（1648-1704）である。彼はイタリアで、ローザ

Salvator Rosaなどから戦争画を学んだ後、1675年にパリに戻り、1676年にア

カデミーに迎え入れられた。その後、彼は戦闘場面の絵画を数多く描き、ルヴォ

ワに認められてアンヴァリッド（廃兵院）の食堂の壁画の制作を行った。この

ように、ルイ14世の治世には戦争画を描く画家たちが認められるが、ルイ14世

の死後、ロココから新古典主義へと向かう18世紀には、戦争画の需要はほとん

どなくなっていった。神話や聖書を題材とした歴史画が圧倒的に優勢であった

当時のフランスでは、戦争画も風景画も十分には受け入れられなかったのであ

る。

　ファン・デル・ムーランとその一派の活躍は、「戦争の世紀」である17世紀

が産み落とした、一過性の現象であった。
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