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研究成果展示「翻訳ゼミ Memory Drawing」

日時：2017 年 3 月 25 日～ 4 月 2 日（９日まで会期延長）
会場：旧日本銀行広島支店 3F フリースペース 4　
報告：佐藤 尉隆

はじめに
　当研 究 室が注目している洋 書ダレン・R・ル ーサー 著『メモ
リー・ドローイング：知覚トレーニングと想起』（Darren R.Rousar, 
Memory Drawing: Perceptual training and Recall , Velatura 
Press, 2013） を日本語に翻訳してきた中から第 2 章 「歴史」をこ
こに掲載する（図 1）。この「メモリー・ドローイング」とは、芸術
のための知覚トレーニングのメソッドであり、19 世紀フランスのア
カデミーで実践され発展していった教授法を拡張したものである 1。
丁度、写真が普及し始めた時代に当時の画家たちが、目

、 、 、 、

で見て描
くことと、記

、 、

憶か
、 、

ら描くことの双方を重視していたという説に基づ
き、視覚記憶を鍛えることがいかに重視されていたかを詳しく解
説している。この章を読むだけでも非常に興味深く、また現在の
美術教育には失われていたことがあったのだと気付く訳だが、著者
はこの失われかけたメソッドに注目して、それを現在でも美術学校
で行われている人体デッサンなどの一般的な実技課題と併行させ
るように、各々が自主的に習慣に取り入れて継続していくのが理想
的だと述べている 2。
　「メモリー・ドローイング」のピークは、19 世紀のフランスに始
まり 20 世紀前半まで普及していたようであるが、その間、イギ
リスとアメリカの多くの国立美術学校のカリキュラムに採用されて
いったとある 3。このことから、ある時代には広く支持されたトレー
ニング方法であった事が理解できる。このように支持されていった
契機となったのが、「メモリー・ドローイング」の最初の本である『芸術
における記憶の訓錬と芸術家の教育（The Training of the Memory 
in Art and the Education of the Artist）』4（以後は『芸術における
記憶の訓錬』と呼ぶ）（図２）（図３）であり、オレス・ルコック・ド・
ボアボードランという画家兼教師によって書かれたことで教授法と
して実践されるようになった。また同じ頃、1880 年に五姓田義松

がフランスに渡り師事したのが当時、肖像画家として評価されてい
たレオン・ボナという画家であったことは既に認知されているが、
このレオン・ボナはどうやら「メモリー・ドローイング」を教えてい
た画家の一人だったようである 5。
　しかし、20 世紀後半からは様々な面で激動する時代を背景にし
て、「メモリー・ドローイング」が徐々に衰退していった経緯までも
が、この本の中で述べられている。そういった歴史の中に埋もれ
つつあったものを掘り起こすようにして、近年、アメリカの画家兼
教師である著者ダレン・R・ルーサー氏が、再びこのメソッドを世
に広めるために出版したのである。「メモリー・ドローイング」の
最初の本『芸術における記憶の訓錬』から数えると実に 165 年と
いう長い年月を経てのリニューアルである。その内容は視覚記憶力
を磨くための自主的なトレーニングのガイドブックとして活用できる
ように配慮され、具体的かつ段階的に記されたものである（図４）（図
５）。

図 2　Horace Lecoq de Boisbaudran, The Training of the 
Memory in Art and the Education of the Artist. London: 
Macmillan and Co.Limited,1914, 英語版の標題紙

図 1　Darren R. Rousar, Memory Drawing: Perceptual 
training and Recall, Velatura Press, 2013. 原作の表表紙

図 3　Horace Lecoq de Boisbaudran, The Training of the Memory in Art and the 
Education of the Artist. London: Macmillan and Co.Limited,1914,  左の図（p.229）
がボアボードランの学生ルグロによるルーブル美術館での模写、右の図（p.227）
がルグロによる模写後のメモリー・ドローイングによる作例
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　日本国内ではほぼ知られていなかったメソッドだったので、こ
の本の内容を理解し、学生たちと共有していくことに学究的な意
義を感じたことが翻訳を試みる動機となった。そこで 2016 年の
春から大学院生とほぼ毎週集まり翻訳ゼミを継続して、2017 年
の春には旧日本銀行広島支店において、研究成果展示「翻訳ゼミ
Memory Drawing」 （図６）を開催した。これは日本語に訳したテ
キストと図版により第 2 章「歴史」の内容を展示することで、「メ
モリー・ドローイング」とはどういうものかを紹介し導入するため
の企画であったが、多くの人たちに読んで見てもらうことで、来場
者から驚きの感想を聞くだけではなく、あいまいだった部分も対話
の中で明瞭化される有意義な催しとなった。
　直接、目には見えない骨格や筋肉を美術解剖学的に理解するこ
とで克明な人体デッサンになることは周知の通りだが、そのことに
加えて視覚記憶を自覚的に鍛えるよう努め、自らの手でその視覚
記憶を再現するためのトレーニングを継続するならば、各々の努力

に応じて優れた成果が充分に期待できるであろう。
　この研究成果展示を実現するにあたり、著者とのやりとりや日
本語訳の校正に協力いただいたチャールズ・ウォーゼン氏（広島市
立大学芸術学部 教授）、そして原作者であるダレン・R・ルーサー
氏に厚くお礼を申し上げたい。文末になるが、筆者がこの本に強
い関心を寄せるきっかけとなった裏表紙にある紹介文の訳を挙げ
る。

　　　 　実物を見て描く、すべてのドローイングや絵画は、たと
えその記憶がほんの数秒前だとしても、記憶のある時点で
行なわれている。画家の主題がもはや目の前にないときに、
前に見たものを想起する芸術家の能力はとても重要である。
ダ・ヴィンチ、コロー、ドガ、ホイッスラーおよびイネスは
それについて書き残している。実際、イネスは、彼の最高
の風景画の多くは記憶から描いたとはっきり述べている。

　　　　　　　（ダレン・R・ルーサー , 2013  佐藤尉隆訳 , 2016）

1 Darren R.Rousar, Memory Drawing: Perceptual training and 
Recall, Velatura Press, 2013 p.3.

2  Ibid.,p.3.
3 Ibid.,p.24.　
4 Horace Lecoq de Boisbaudran, The Training of the Memory in 
Art and the Education of the Artist, London:Macmillan, 1914 

（仏語による初版 1848 年）
5 Ibid.,p.24.

図 6　 研究成果展示「翻訳ゼミ Memory Drawing」（旧日本銀行広島支店 3F フ
リースペース 4、2017 年）の会場風景

図4　Darren R. Rousar, Memory Drawing: Perceptual training 
and Recall, Velatura Press, 2013, pp.60~61. ボーン・シェイ
プ・エクササイズ 左<大腿骨>、右<脛骨と腓骨>

図5　Darren R. Rousar, Memory Drawing: Perceptual training 
and Recall, Velatura Press, 2013, p.62. ボーン・シェイプ・
エクササイズ <骨盤>
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・ダレン・R・ルーサー著『メモリー・ドローイング：知覚トレー
ニングと想起』（Darren R.Rousar, Memory Drawing: Perceptual 
Training and Recall）
翻訳 : 佐藤尉隆研究室 

第 2 章　「歴史」

　　　 「あなたに私の肖像画のアイデアを教えましょう」と、コロー
は言いました。「開いている扉を通るように、人をゆっくり
と歩かせます。あなたから１０フィート離れています。彼を
何度か行き来させてください。彼が去った後に、彼が残し
たイメージをあなたの脳に思い描くことができれば、あなた
は肖像画を描けるでしょう。彼の前に座わったら衣服のボタ
ンを数え始めます 1。」

　長年、芸術家たちは、必ずしも専門的ではない 4 つの確かな理
由のために、視覚記憶を改善しようと追求してきました。
- 見たものを正確に想起する能力を発達させること
- ほんの短い間の印象を思い出す能力があること
- 先に見たものの主要点を思い出すこと
- 想像力をさらに高めること
　これらの差異の背後には、具象的な芸術教育や芸術家を幾分
動かす原動力があります。このため、それらの要因をかなり詳細
に検討することは、メモリー・ドローイングのトレーニングが、ど
のように試みられるかということに影響を及ぼすという理由からも
有益です。

芸術家の外側の視界
　大まかに言えば、表象的なコインの片面である芸術家たちは、
彼らが観察したものを再現することが芸術的な達成と喜びの最高
の形式でした。彼らのトレーニングの一部は、あるレベルの正確さ
に到達した後にだけ、見たものを巧みに調節することを学んでいま
した。ラスキンの学生のひとりで『線と形（Line & Form）』の著者
である 19 世紀末のイギリスの芸術家ウォルター・クレインは、こ
の種の絵画の原動力を例えて「外側の視界」2 と呼びました。さらに、
彼はこの意味を明確に示していますが記述を読む際に、クレイン
が書いているのは、養成中の学生についてではなく熟練の芸術家
についてであるということに注意してください。

　　　 画家や彫刻家は得てして出来るだけ完全な表現を求めます。
また、完全な表現と呼んでもいいものは彼らの資質や能力
の範囲内にあります。しかし、個々の選択や感情のいずれ
かが、作品に強く表れていない限りにおいて、それは組み
立て直した視覚表現ではなく模倣になり、それゆえ芸術的

ではありません 3。

芸術家の内側の視界
　具象的な芸術家とは別の主なグループは、キャンバスの上に塗る
ものに、より内的な源泉を追求した人々でした。クレインはこれを

「内側の視界」と呼び、彼はこう言いました。

　　　 （前略） それは特別な瞬間の外観によって制限されません。
それは多くの瞬間の総和の記録であり、膨大で連続した印
象から得られる痕跡をとどめておくものです。それは、描写
するというよりは再び創り出します。そして、その素晴らし
い点は線、形、色の言語と共にある鮮やかさと美にあります。
これら心のビジョン（視界）は記録され、肉眼に伝達されま
す 4。

　当然のことながら、いくつものあらゆる哲学があり、それらの区
分が存在している限りにおいて（多くの点でいまだによくあること
ですが）、それら哲学は、どちらのタイプのメモリー・ドローイン
グに重点がおかれるかということにも影響を与えました。しかし、
非常に重要なことは、メモリー・トレーニングについて言及してい
る書籍や著作のほとんどに、クレインによる「外側の視界」と同
じく記憶の正確さが追求されたことが述べられているということで
す。一旦、訓練されたならば、紙やキャンバス、あるいは石の上で、
内側の視界をより効果的に実現することができるでしょう 5。

想像力における記憶の役割、創案および選択
　一般的に、記憶と想像力は連鎖していると思われています。議
論があまりなされてこなかったことは、人の視覚記憶が潜在意識的
に選択的であるという考えです。多くの芸術家が、人の視覚的な
想起の正確さが、ときに要約された情報に制限されて、また想像
力がイメージを完成させるという事実を利用したと主張しました。
そのまま放置すると、私たちの心は、視覚的に知覚されたものの
中から記憶に留めたいものを選んでいるように見えます。これらの
類いの記憶は何人かの芸術家たちによって絞り込まれ、本質的な
事柄として考えられました。その記憶はインスピレーションを得て、
それにより想像力を強くするフィルターにかけられた知覚として使
われました。
　1769 年にロイヤル・アカデミーの前で行われたジョシュア・レイ
ノルズ卿の 2 回目の講演で、彼は我々の記憶における創造性のあ
るパワーについてこう述べています。

　　　 厳密に言えば創造とは、すでにまとめられている記憶に置
かれたイメージの新たな組み合わせと大差のないものです。
つまり、無からは何も生まれません 6。
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　多分にこの引用と同じように真実なのは、レイノルズ卿が語って
いる蓄えられたイメージは、日常生活の中でいつも通りに見たもの
よりも、ギリシャ・ローマ時代の古典彫刻と同様に、よりいっそう
巨匠に関する本格的な研究に基づいているものでした。この意味
において、記憶は過去の巨匠の理想を召喚するために使われてい
ました。
　記憶は 19 世紀後半から 20 世紀前半に、選択的なフィルターと
見なされていました。ある人の芸術作品に「理想」をしみ込ませる
手段として求められていた選択性を越えて、この時代の多くの芸術
家たちは、記憶は見る人をさらに結び付ける手段であると思ってい
ました。その理論は、絵が記憶によって描かれる際には、源から
あるステップが取り除かれた方法で、何が見えたかを芸術家が思
い出したということでした。
　この除去により芸術家は、シーンの文字通りの模写よりも、はじ
めに芸術家を動かす本質的な特徴、感情、印象を思い出して描く
ことができました。芸術家の意図は、絵画を見る時、鑑賞者に作
者の記憶と同様のシーンを思い起こさせることでした。これは鑑賞
者が絵画の中に、自身の記憶を置いてみることで、彼ら自身が自
らの心の目でその絵画を完成することを可能にしました。そしてお
そらく鑑賞者は、より作品の情緒を味わうことができるでしょう。
　アメリカの風景画家、ジョージ・イネスは、作品から連想される
選択的で感情的な面ゆえに、記憶から絵画を描く熱心な支持者で
した。 彼は芸術家の使命が、絵画を鑑賞する際、見る人の心が感
じることを動機づけることであると信じていました。

　　　 （前略）芸術家の仕事は、あるシーンが彼に残した印象をシ
ンプルに他の人の心に再現することです（中略）芸術品は知
性に訴えかけることではありませんし、また道徳心にも訴え
かけません。その目的とするところは、指導することや啓発
することではなく、感情を呼び起こすことです。（中略）絵
の細部は、芸術家が再現したいと思う印象を十二分に再現
するために精緻化されなければなりません。しかし、それ
が過ぎると、印象は弱まり、失われ、とても巧みに描かれ
ているようには見えるものの、そこにはただ単に外面的なも
のの配列が見えるだけです。そのような絵は、非常にリアル
に見えるかもしれませんが、芸術的な絵画とは言えるもの
ではありません 7。

　自身も芸術家であったイネスの息子によると、父親は自然から直
接描くことは滅多になかったが、くる日もくる日も同じ場所からあ
る眺めを観察し描くようにしていたと言っています。その後、スタ
ジオに戻り急にインスピレーションが溢れたとき、よく自分が現場
で行った習作を無視して、彼はその記憶から絵を創っていました 8。
　クチュールのアメリカ人学生で、後にミレーの影響を受けたウィ

リアム・モリス・ハントは、19 世紀半ば、ボストンで影響力のある
教師でした。彼の学生が、彼の指導のノートを保存していたので、
それらは後にハントが亡くなった頃、本という形に収められました。
ハントはイネスと同様に、メモリー・ドローイングに興味を持って
おり、これに関する事柄は、彼の芸術談（Art Talks）で何度も繰
り返し語られています 9。多数残るハントのメモのうちのひとつに
は、最高の風景画は記憶から描かれるが、それは自然を前にして
真剣に観察した後でのことである、と信じていました。これは、彼
の意見では、自然を前にして直接絵を描いたときには、絵画の構
成上のある側面が忘れられているということを表すのを意図してい
たからです 10。
　アメリカの風景画家、ブルース・クレインは、この概念をさらに
肉付けしてこう言っています。

　　　 戸外において観察やスケッチをする目的は、記憶を事実で
満たすことです。ゆえに、それは正確で注意深くあらねば
なりません。しかしまた、スタジオでは芸術家は自由に知
識を使えばいいと想います。自然は滅多に出来上がった絵
をみせてはくれませんし、最高の印象はあまりにも短いので、
直接それらを研究することは不可能です。いちばん大切なこ
とは、その時にちょっと覚書を残しておいて、その後、同じ
時間に戻って、何がその現場において永久的であるかを研
究してください。これはすべて記憶にその時の印象を定着さ
せるためのものです 11。                         

　注目しておきたいのは、19 世紀から 20 世紀初頭の視覚記憶に
ついて記した芸術家の多くが、風景画に関連のある人々だというこ
とです。しかしながら、それは専門的なものではなく、指導書を

ウィリアム・モリス・ハント《自画像》 1866 年
メトロポリタン美術館、ニューヨーク
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書いたそれらの人々は、風景の記憶についてよりも、他のジャンル
についてより多く記しています。しかし、練習中の芸術家にとって、
特に戸外に出かけて風景画を描く時期には、訓練された視覚記憶
がより一層重要になってきます。多くの芸術家が興味を持っていた
絵画への大気の影響はほんの束の間であり、カメラは役立つもの
の、まだほとんどが小型の白黒の媒体でした。先に述べたように、
これらの芸術家の記憶を通じた風景画のための原動力は、ありの
ままの記録よりも絵作りに関連したものでした。さらに言えば、風
景画に対して人々が期待する精度と類似性のレベルは、少なくとも
肖像画や人物画ほどではありませんでした。
　とは言っても、人物画と肖像画が、メモリー・ドローイングの絵
画からすっかり除外されているということではありません。これら
の方面で私が見つけたメモリー・ドローイングに関する記述のうち、
エドガー・ドガ（Edgar Degas）のコメントは最もよく引用されるよ
うです。以下の引用において、わずかに異なるバージョンが幾つか
あることを心に留めておいてください。

　　　 もし、私がアカデミーを開くことになったら、私は 5 階建の
建物にするでしょう。モデルは 1 年生のために 1 階でポーズ
します。最上級の学生は 5 階で取り組みます 12。

　特に肖像画のトレーニングに関連して：

　　　 肖像画の習作のために、学生が上の階で作業している間に、
1 階では座っている人にポーズさせます。そして形を覚える
ようにして、決して直接は描かないように訓練します 13。

　多くの前述の風景画家のように、ドガは私たちの記憶と想像力
との関係に関心を示していたので、このテーマに関して多くのこと
を語っています。

　　　 あなたが見たものを模写することは、全く問題ありません。
しかし、あなたが記憶だけで見えるものを描くことの方が
ずっと優れています。想像力は、記憶と連携して働いている
時に変換が起こります。あなたが印象を受けたものを、あ
なたは描くだけです。これが本質と呼ばれるものなのです。
やがて、あなたの記憶とつくりだしたものは、自然の支配す
る影響から解放されます。このような理由から、巨匠たち
と彼自身の技術の両方を熟知しており、訓練された記憶力
のある者の絵画は、常に注目に値する作品です。例えばド
ラクロワがそうです 14。

　学生はドガが正式には教えなかったことを念頭に置いてくださ
い。私の見解では、これらに関する彼のアドバイスは、最初の文

脈を無視して解釈されているため、大まかにしか受け取らない方が
良いと思います。しかしながら、訓練された視覚記憶が、芸術家
にとって大きな助けとなっていたという主なアイディアには、疑問の
余地がありません。
　これまで見てきたように、記憶について記述した他の数多くの芸
術家と同様に、これらの画家たちは、真の絵作りは直接その主題
を正確に研究することを伴ってはいるものの、記憶を用いることを
通じて、主題から離れて描くことだと信じていたようです。これらが、
どれくらいの頻度や程度で実際に行われていたかは、決して十分
には知られていません。ある程度はこの方法でうまく描くことがで
きるでしょう。しかし、より一般的に言えることは、芸術家の視覚
記憶術は、生きたモデルが存在するときのプロセスのスピードアッ
プ、およびモデルがいなくなった後の絵の調整の手助けとなります。
　以前、私はジョシュア卿と、アンティークのギリシャの壺と、巨
匠のお手本から記憶を使って構成を試みるように助言をしました。
後の二番目の論文において、彼は学生に以下の実践的なアドバイス
をしました。

　　　 アカデミーからの帰宅後に（きちんと定期的に出席している
として）、記憶によって人物を描くように努めることは大変
有益です。私は、この習慣で根気強さを培って、アルファベッ
トの文字をペンでトレースするように心の中で小さな努力を
することで、あなたが人物画をかなり正確に描くことができ
るようになるだろうと、あえてつけ加えたいと思います 15。

　これは、私が様々なアトリエで学んでいた時に教えられたことと
同じ提案です。これはまたボアボードラン、エリザベス・ケイブた
ちが開発したメソッドと同様に、多くの視覚記憶の訓練システムの
基礎でもあります。

パパ・ルコック
　メモリー・ドローイングのスタンダードな本は、オレス・ルコック・
ド・ボアボードラン（Horace Lecoq de Boisbaudran）という名の
フランス人の画家兼教師によって 19 世紀の中頃に書かれました。
1848 年の初版はもちろん、再版も同様に絶版して久しいですが、
それらは今いちど、オンラインにて無料で見ることができます。彼
の本は英語に翻訳されていますが、実物は 3 つのパンフレット（小
冊子）から成っています。該当するセクション『芸術における記憶
の訓錬』は、彼がこのシステムをどのように発展させたかというス
トーリーがメインであるテキストを用いて、彼が推奨する視覚記憶
のトレーニング・プロセスのシンプルな概要です。これらの複合パ
ンフレットを通じて、彼はフランス政府による芸術教育の方針にも
影響を与えようと試みていました。多くの芸術家が彼らの視覚記
憶を用い、そしてさらに幾人かは、それについて記述しましたが、
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ボアボードランの本はメモリー・ドローイングを教えるために特別
に計画された段階的なプロセスを体系的に統合した最初のもので
あったようです。このため、彼はルグロ（Legros）、カザン（Cazin）、
ファンタン・ラトゥール（Fantin-Latour）を含む数多くの画家達や
カルポー（Carpeaux）、ロダン（Rodin）といった彫刻家たちにドロー
イングを教えたという事よりも、現在では彼の著書の方がより知ら
れているかもしれません。

　学生達からパパ・ルコックと呼ばれていたボアボードランは、視
覚記憶を「保存された観察」と定義することから彼の著書を始め
ます。私は、その定義が理解しやすいだけでなく、非常に意味深
いと感じます。観察するということは意識的な思考と努力を必要と
します。つまり、それは束の間の印象を意識することだけではあり
ません。
　彼はそれから読者に対し、「考えない記憶作業に知性の代わりを
させるつもりはない」と断言しています。彼の述べた目的は、両者
を平等に育てることです。私たちの視覚記憶が知的であるために
は、私たちの目は私たちの記憶と同様に訓練を必要とします。ボ
アボードランの意味するトレーニングとは、学生としての正確さを
追求することによって大部分は指導されます。

　　　 そして、私はこの機会に、モデルが絶対的に忠実に描かれ
ていること、この厳密さ、単純さという初心者に要求され
るべき本質的に重要なポイントをはっきり申し上げたいと思
います。それは記憶の精度と純真さを育む唯一の方法だか
らです。正確さや精密さの力がすでに獲得されてからのみ、
見たままの面白味のないものではなく本質的な精神を表現
するために、解釈、等価化、抽象化によって主題を表現す

ることを試みようとしなければなりません 16。

　再度、彼の著書の前の方から抜粋：

　　　 学生と成熟した芸術家のための芸術における真の進歩は、
洗練された視覚として眼を優れたものにすること、思うまま
細微なコントロールが可能なほどに手を優れたものにするこ
とを、継続して教育することに基づきます。その間に進歩を
妨げてしまうよくある障害は、借りものの目と手を作り上げ
てしまうことです。なぜなら、それらは個人的観察や自己表
現の発達を必然的に妨げるからです 17。

　デザイナーのセルウィン・イメージ（Selwyn Image）は、ボアボー
ドランの本の英訳へのイントロダクションを書きました。彼の姓は
芸術家にふさわしいものです。彼は自然と記憶の訓練への忠実さ
について以下のように述べています。

　　　 学生に、彼らの頭から記憶を引き出すことを教えるという理
由から、時には記憶作業に異議が唱えられました ...  この
危険について、ボアボードランはよく知っていました。彼の
教育は、慎重にその異議をなくすように組み立てられていま
した。彼は私たちに語ります。普通の仕事と同様に記憶作
業においても、トレーニングの第一歩はありのままの模倣
の練習です。これだけで、人格が発達して成熟するにつれて、
芸術家が自然から受け取る、より深遠なもの、あまりその
ままではない印象を正確に、また完全に表現する力が築か
れます 18。

　セルウィン・イメージは、さらに学生が正確に表現できているか
どうかを証明することは難しいと述べています。なぜなら源は、視
界から頻繁に消えてしまうからです。このことは巨匠のドローイン
グや絵画、そしてもちろん、写真からでも記憶作業は、結果を静
的なソースと文字通り比較することができることということが、たく
さんある理由のうちの1 つです。それは、とても大きなメリットです。
　ボアボードランは、メモリー・ドローイングにはもうひとつ利点
があると言います。それは記憶作業をきちんと学んだなら、学生
が全体を見るようにする訓練となるということです。それは、「ビッ
グルック：大きな見た目（big look）」または「効果の統一」とも呼
ばれます。

　　　 （前略）若い学生たちによって記憶から行われるドローイン
グは、いかなる記録やスケッチもなしに、その不可欠な特
徴や動きをつかむことで、全体としてのシーンを捉える力を
示すことです。稀に、成熟した芸術家でさえもこれに取り憑

オレス・ルコック・ド・ボアボードラン《自画像》
ルーブル美術館、パリ
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かれます。比率や構造の弱点や欠陥は、モデルを見ること
で容易に修正できるものです 19。

考えることと考えないこと?
　私が前に述べたように、ボアボードランは、思い描いた記憶のメ
リットについて、彼が「考えない記憶作業に知性の代わりをさせる
つもりはない」ということを語ります 20。彼の本を読むたびに、私
はこのくだりに感心させられます。これは片方は思考し、もう片方
は思考しないという、私たちの視覚記憶にある 2 つの極を明らか
に示しています。彼の論点をはっきりと理解させるために、彼はま
た、思考のない側は知的ではないと私たちに述べています。これ
が意味するところは何でしょうか？
　ボアボードランの数千年前、アリストテレスはわずかに異なる考
えを持っていました。

　　　 記憶は単に思慮のあるものだけでなく、知的な対象でさえ
表象を含みます。したがって、それはたまたま知性の能力
に属しますが、同時に、直接的かつ本質的には原始的な感
覚認識の能力に属すると結論付けることができるでしょう 21。

　古代ギリシャ以降、芸術の世界は芸術的見解が知性に由来する
か、単なる自然の偽装か、他のものよりも優れているかどうかとい
う論争で呪われています。ボアボードランの著書と同様に、芸術に
関しても、19 世紀は偉大な科学的探究の時代であったことを認識
しておくことは重要です。カメラなどの新しい発明が芸術家に取っ
て代わり始めたため、かつては盛んだった細密な肖像画の市場が
急激に減少しました。写真の一目瞭然な精度と作ることの容易さ
ゆえに、見たもの、線、絵具や大理石などを正確に表現しようと
する試みは、ほどなくして見下されるようになりました。
　この問題は、とりわけ、ある集団の中でそのような考えをより
強め、それを主張する手段となりました。さらに、ボアボードラン
の言葉の中で、芸術家の心（彼らの「知性」）が目を支配する（ボ
アボードランの言葉では「考えない」）という旧来の考えは、最終
的には完全に描写を不要とするところに導かれました。この風潮
が、芸術教育に大きな影響を与えたことは驚くべきことではなく、
その影響は多くの点で、今日まで続いています。しかし、具象絵画

（representation）は支持されていましたし、今も尚、支持されて
います。それら具象派の中にも同じように描写を重視しない人々は
一部存在します。正確さはどの程度、追求されるべきでしょうか？
自分自身の気持ちを追うことにより、芸術家はより良く描けるよう
になっているでしょうか？先に見てきた通り、記憶について述べた
風景画家の多くは、主にその感情的な理由からそのようにしてきま
した。彼の論では、ボアボードランは双方を認めていました。そし
て私は、彼は正しかったと思います。完全な芸術家は、目と心の

両方を使うことを忘れてはなりません。

ボアボードランの方式
　彼の著作の中でボアボードランははじめに、ビジュアル・メモリー・
トレーニングを形態と色とに分けています。後の版の補遺で彼は、
基本的な分析的観察の段階を概説する際に、これらの区分を拡張
し、それらを記憶作業に当てはめました。これらに関する彼の解
説は、とても重要なので、私は補遺 I でそれらを再版しました。
　ボアボードランは学生達に、人体の習作と並行して記憶の練習
をさせました。彼は、学生のビジュアル・メモリーを訓練することは、
主な描画レッスンを補うだけにとどまらず、それらの延長でもある
と述べています。学生達には、はじめに記憶するため＜直線・角度・
曲線＞のセットが与えられ、続いて簡単な解剖学の図版が与えら
れました。学生たちは記憶から正確にこれらを描き出すことができ
た後にだけ、次の段階に行くことを許可されました。次の課題はで
きるだけ短い時間で、より複雑な版画を記憶することでした。これ
らのことにより、ボアボードランは学生達を訓練し、束の間のイメー
ジを素早く観察し記憶させようとしていました。
　ルーヴル美術館での模写は古くからの伝統でした。また多くの
人が、芸術家の訓練として必要なステップだと言うでしょう。ボア
ボードランも例外ではなく、学生達に彼らの記憶を通してルーヴル
美術館の模写を何点かするように言いました。実際に、彼の方法
の有益性をエコール・デ・ボザールの委員会に立証するように頼ま
れたとき、彼の学生の 1 人であるジョージ・ベレンガーに与えられ
たことは、ルーヴル美術館に行き、ティツィアーノ作《鏡の前の女
性 （A Woman at Her toilet）》を記憶することでした。その絵画は  
ローラ・ディアンティ（Laura de Dianti）の肖像画として知られて
います。彼はそれを委員会の目の前で記憶から直接描き出したの
です。次の図は、左が彼の描いた結果で、右がオリジナルのティツィ
アーノです。

ティツィアーノ《鏡の前の女》1512-1515 年（右）
ルーブル美術館、パリ
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　メモリー・ドローイングのプロセスにおいて、次の段階である、
一日で人物モデルを記憶から描くという段階に来て、ボアボードラ
ンは正確さを要求する彼の指導から幾分逸脱しました。この段階
において彼は「理想」を認めました。彼と同時代の多くの芸術家
と同様に、ボアボードランは人間の姿が視覚的に不完全だと信じ
ていたのです。これは、私が以前に述べたレイノルズ卿の引用の両
方に我々を引き戻します。ボアボードランの学生たちは、人物を記
憶から描き出し、そして芸術的に、あるいは想像力豊かにそれら
を選択していました。しかし、記憶を通したこの理想化が行われ
たのは、生きたモデルから人物を直接描く際に、一貫して正確な
能力が発揮した後に限られていました。
　彼は自らの本の初版から「色のための記憶」を取り除きましたが、
それ以降のすべての版にそれを含めました。色記憶の彼の実験は、
形を記憶する能力が、色を記憶する能力と一致しないという結論
を導きました。たびたび、学生たちは他の者よりも一つは才能があ
るように見えました。
　このプロセスの最終部分は、彼が「記憶の真の芸術的応用」と
呼んでいたことです。それは束の間の効果と動き回る人物を記憶す
ることでした。それ自身のもつ美のために選定された野外環境で、
ボアボードランは、ヌードと着衣のモデルたちに、学生達の前を歩
かせたり、走らせたり、立たせたりしました。彼は時折、モデルた
ちが美しいポーズや姿勢を見せたときに彼らを停止させました。1
日ほどたってから、スタジオに戻ってくると学生たちは、印象の強
かった場面や、ポーズの記憶からそれらを描き出すことを試みるの
です。

ボアボードランの影響
　ボアボードランの本は、確かに広く受け入れられました。そして
彼の生徒たちは、同時代の人々に影響を与えたということは言うま
でもありませんし、他の人々への教育にも取り掛かるようになりま
した。ホイッスラーは、彼の友人であるアルフォンズ・ルグロとファ
ンタン・ラトゥール（２人とも元はボアボードランの学生）を通して、
広範囲にわたる影響を残したということは重要ですが、ほんの一
例にすぎません。ジェロームとグレールの生徒の少なくとも幾人か
は、メモリー・ドローイングをしていたことは明白で、ジェローム
とレオン・ボナの学生であったトーマス・エイキンズは、多くの手
紙の中でメモリー・ドローイングの体験について書き残しています
22。メモリー・ドローイングの有益性は、広く知られるようになり、 
ボアボードランの教育法に直接従って教育が行われていた時代で
さえ、最終的にはイギリスとアメリカの多くの国営美術学校のカリ
キュラムに組み込まれていきました。しかしながら、これらの学校
での訓練は、私たちが今、ファインアートと呼ぶものよりも、特に
装飾美術や工芸美術を対象としていました。したがって、ボアボー
ドランが考えていたように、メモリー・ドローイングを理解してい

た人はほとんどいませんでした。
　私が先に述べたように、ホイッスラーはボアボードランの教育が
与えた影響のすばらしい例です。ホィッスラーの友人や知人から当
時の記述や話を調査すれば、彼は幾多の絵画において鍛えられた
記憶を存分に活用していたことがすぐに分かります。これは特に、
彼の《ノクターンズ（Nocturnes）》に顕著です。彼がいくつかの絵
画のために、記憶をどのように使ったかという多くの話があり、以
下は、初期の伝記からの引用としておそらく、これをよく物語るも
のです。

　　　 彼のやり方は、夜に外出するということでした。彼の生徒や
弟子たちは彼に応じて、一緒に出かけました。ホィッスラー
は主題の前に立ちそれを見ます。次に主題から背を向けて、
その配置、色彩計画、細部を彼が満足するまで一緒にいた
皆に繰り返し言いました。そこにいた人々は、彼の言葉に
間違いがあったときにはそれを訂正しました。そしてホィッ
スラーは、存分に長く見た後、主題以外は何も頭の中にな
い状態で眠りにつきました。 翌朝、これは彼の弟子のクリ
フォード・アダムス夫人に話したことですが、手を付けてい
ないキャンバスに完成した絵が見えたなら描き始め、もし、
見えなければ、彼はさらにもう一晩、主題を見て過ごしま
した。しかしながら、この観察の方法は、ただ二晩だけ行
われたものではなく、彼が《ノクターンズ》を描くことを可
能にした生涯の知恵だったのです。まっさらのキャンバスに
完成した絵を見るこの力は、すべての偉大な芸術家たちに
備わっています。しかし、芸術家が偉大であればあるほど、
彼はより観察し、より素晴らしい表現を実現します 23。

　ボアボードランの本は始めから終わりまで、学生が常に自然に目
を向けるべきだと主張し、ゆくゆくは巨匠達と同じような古代芸術
の理想的レンズを通して濾過されてゆくのだと主張しています。最
終的に、これは考

、 、 、 、

えない模倣者たちと対照的な存在である考
、 、 、

える
芸術家たちを鍛え上げるという彼の目標を、最もよく説明している
かもしれません。
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