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参考資料６．「油繪写景指南」、「油繪山水訣」と原書及び筆者によ

る翻訳の一覧表 

 

 

文章区切りについては、次のようにして全体を 513 の文章に分けた。英文のピリオドやセミ

コロンやコロンによる文章区切りに準じて、文章を分けた。翻刻文が複数の英文にまたがって

いる場合は、翻刻文を複数の英文にまたがって表記した。したがって、英文と翻刻文では分け

方が異なる場合がある。 

翻刻表には英語原文のページを記し一行あけた。 

英語原文が一行あけてある場合は、一行あけと記し一行あけた。 

「筆者による翻訳」として英文を元に全文を現代文で翻訳し直した。 

英語原文と翻刻文の対比による違いの表記は、次のようにした。翻訳省略、追加説明、追加説

明、翻訳間違い、を、(翻訳省略)、(追加説明)、(翻訳間違い)と記した。(翻訳省略)、(翻訳間違

い)の英語原文及び翻刻文の該当部分は括弧に赤文字で示した。(追加説明)の翻刻文及び筆者に

よる翻訳の該当部分は、赤文字で示した。｢油繪写景指南｣、｢油繪山水訣｣のいずれかに(翻訳省

略)、(追加説明)、(翻訳間違い)の該当部がある場合は、英語原文は赤文字とした。 

筆者の翻訳と佐伯泉氏による翻訳の比較の結果、筆者が間違えていると思われる部分は、註

をつけ訂正して示した。(筆)は筆者、(佐)は佐伯を示す。 

 

文章番

号 

英語原文 油繪写景指南 油繪山水訣 筆者による翻訳 

1)  

 

A GUIDE TO OIL 

PAINTING:PARTⅡ 

Landscape from Nature. 

 画学累纂 油絵手引書 ２ 

自然による風景画 

2)  

 

BY ALFRED CLINT，MEMBER OF 

THE  SOCIETY OF BRITISH 

ARTISTS. 

英国技術師會社々

員「アルフレット・

クリント 1」氏 著 

 英国芸術協会会員 アル

フレット・クリント著 

 

                                                   
1 ｢アルフレツド・グリント｣(岡)であるが、アルフレット・クリント(坂)が正しい。 
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3)  (翻訳省略) 

CONTENTS． 

 (翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

目次 ペ

ー

ジ 

Introduction 1   序 1 

Description of Materials 2   用具の説明 2 

The Course of Study recommended ９   正しい学び方 ９ 

Objects in the Foreground， 

Middle distance，Extreme distance 

11 

 

 

 

 

 

前景、中景、遠景の物 11 

Fields，Lands，and Flat Surfaces 16   野原、地面、平地 16 

Trees 18   木 18 

Heaths and Moors 26   荒野や湿地 26 

Skies 28   空 28 

Mountains 35   山 35 

Water 36   水 36 

Shipping 45   船 45 

On the Introduction of figures and 

Animals 

49 

 

  人物や動物の描き入

れ 

49 

 

On the Study of Pictures 51   絵画の勉強について 51 

Conclusion 52   結語 52 

4)  A GUIDE TO LANDSCAPE 

PAINTING． 

油繪写 2景指南 

 

油繪山水訣 風景画手引書 

5)  

 

 皇国彰技堂主 本多 3

錦吉郎先生 譯 

  

6)  Introduction 総論 小引 E

しょういん

A3F

4 序 

7)  The object of this little book is，

to impart to the reader 

instruction in the Practical 

part of Landscape Painting in 

Oil Colours，and more 

particularly with reference to 

Painting from Nature． 

此ノ小冊子ハ 油繪 5ニ

テ景色ヲ画クヘキ実施

ノ方法ヲ説キ 且ツ 殊
こと

ニ真景描写法ヲ示スモ

ノ也 6 

一 此編ノ主旨ハ

油繪ヲ以テ山水ヲ

畫クヘキ實地ノ方

法ヲ示ス者ナリ 

且ツ殊ニ實景ノ眞

寫ニ係ル者ヲ専ラ

トス 

この小冊子の目的は油彩で

風景画を描く実践の解説で

あり、特に自然からの描画に

関するものである。 

                                                   
2 寫(坂) 
3 本田(岡)とあるが本多(坂)が正しい。 
4 短い序文の意。 
5 油画(坂) 
6 ナリ(坂) 
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8)  I shall endeavour to convey the 

result of my experience as 

simply as possible； 

其方法ハ 皆ナ経験ノ

上ニ出テ 且ツ解説容

易ナルヲ目的トスルカ

故ニ 或ハ重復シ 或

ハ煩雑ナル処アルヘシ 

而テ其説示スル所

ノ者ハ皆ナ著者カ

經驗ノ結果ニシテ

成ルヘク簡單ニ指

示センコトヲ期ス 

私は、自らの経験をなるべく

簡単に示すように努めよう。 

9)  and as my observations are 

addressed to those whom I 

presume to be entirely 

unacquainted with the 

subject，and who are being to 

use colours，I trust this will 

explain my reasons for 

entering into minute details，

which，by those who have had 

practice，might be considered 

unnecessary． 

而 E

しか

Aルモ 6F

7元来油画法ヲ

モ A E 辡 E

わきま

Aヘサル者ノ為ニ A

E 企 E

くわだふ

Aルヲ以テ 既ニ其

法ヲ実施シタル 7F

8者ニハ 

迂遠ニシテ無用ナル処

多カルヘシ 

又此書ノ用ハ未タ

油繪ノ事ヲ 辨
べん

ゼズ 

初メテ油繪具ヲ仕

用スル者ノ爲メニ

スルカ故ニ 或ハ

小節目ニモ論及ス

ルコトアリテ既ニ

實地ヲ練習セル者

ニハ無用トモ思ハ

ルヘキ事ヲモ細カ

ニ説明スヘシ 

そして、私は、自分の観察が、

この件に全く不案内で絵具

を扱いつつある人に話しか

けると考えるとき、そのこと

が、私が詳細に入る理由を説

明してくれると信じる。 

経験者にはこのような詳細

は不要であると考えられる

かもしれない。 

10)  Innumerable works have been 

written on the Theory of 

Colour，Light and Shadow，

Composition，&c． 

世ニ画学書ノ著述ハ数

多アリテ 色ノ理ヲ述

フルモノアリ 

或ハ日光ノ 9陰影ヲ論シ 

位置ノ経営ヲ論セシ類

アリト雖モ 今此書ニ

於テハ 右等ノコトニ

係ハラス 単ニ諸画具

ト其仕用法ヲ説キ 且

ツ天然物ヲ模写スヘキ

技倆ヲ得ルノ揵径 10ヲ示

スヲ主旨トス 

 

一 繪畫上ニ切要ナル

色彩ノ理法、陰陽明
いんようめい

晦
かい

ノ法、及ヒ布置ノコト等

ヲ説ク者ハ世既ニ之レ

アリ 

数多くの色彩や明暗、構

図等の理論についての

本が記されてきた。 

 

11)  It is not my intention to enter 

on these；but simply to confine 

my observations to a 

description of the Materials 

used，the best method I am 

acquainted with of using 

them，and pointing out the 

objects most desirable to be 

selected from time to time，in 

order to acquire the power of 

imitating Natural Objects． 

(翻訳省略) 

私はこれらに立ち入る

つもりは無い。 

私はこれらに立ち入る

つもりは無い。そうでは

なく単に、自然の対象を

模倣する力を得るため

に、画材の扱い方につい

て私が使うことで得ら

れた最良の方法や、その

都度選ばれた最良の対

象物を示すことに限り

たい。 

故ニ予ハ専ラ畫具ノ品□

及ヒ予カ經驗上得タル

處ノ畫具ノ用法ト 又

天然ノ物状ヲ寫眞スヘ

キ學力ヲ得ルニ切要ナ

ル者ヲ撰ミ一々其畫法

ヲ訓示セント欲ス 

                                                   
7 しかしながらの意 
8 実施シル(岡)であるが、実施シタル(坂)が正しい 
9 日光(坂) 
10 近道の意か 
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p.2 

12)  

 

 

The Practice which I shall 

venture to recommend，will 

have reference chiefly to 

Painting carefully from 

Nature． 

(翻訳省略) 

 

畫中説示スヘキ實地ノ

練習ハ主トシテ天然ノ

物景ヲ 綪細
せんさい

ニ模寫スル

ヲ専一トス 

私があえて勧める練習は、

とりわけ、自然を注意深く

観察して描くことである。 

13)  Of Sketching，in the usual 

acceptation of the term，I have 

but little to say，except to 

guard and advise the beginner 

against it. 

(翻訳省略) 

 

而テ天然ノスケッチト

云フ 辭
ことば

アリ 

是ハ天景ヲ 大畧
たいりゃく

ニ寫ス

ノ意ニシテ 其草稿ト

モ云フヘキナリ 

スケッチについて、普通言

う事はあまりないが、初心

者に対しては、これ(スケ

ッチ)に用心し、助言する。 

(追加説明) 

今此一事ハ初學者ニハ

暫ラク 杜絶
と ぜ つ

センコトヲ

欲ス 

スケッチについては、初心

者がしばらく行わないこ

とを望む。 

14)  A Sketch is only useful to 

an Artist of considerable 

experience，whose 

memory，from a long 

acquaintance with 

Nature，enable him to 

supply all that is wanting 

in a Sketch． 

(翻訳省略) 

 

畢竟スケッチハ 許多
あ ま た

經驗ヲ

積ミタル者ノ只必用トスル

處ナルノミ 

既ニ練熟スル者ニアリテハ

其眞景ノ記臆ニ富ムカ故ニ

假令
た と

ヒスケッチニ於テ缼点

アルモ亦之ヲ補修スルノ力

アリ 

スケッチは、相当の経験を積

んだ画家にのみ役に立つので

あり、彼(画家)が長い間自然か

ら得た記憶が、スケッチに望

まれる全てをもたらすことを

可能にする。 

15)  To the beginner it is 

utterly useless. 

(翻訳省略) 

 

(追加説明) 

初學ニアリテハ然ラス 

初心者にはそうではない。 

故ニ初歩ニハスケッチナル

者ノ用ナシ 

スケッチは初心者には、全く

役に立たない。 

16)  He who can carefully 

finish，will find no 

difficulty in Sketching，but 

he who begins by 

Sketching will never end 

in Finishing． 

(翻訳省略) 

 

且ツ學者先ツ眞景ヲ 詳密
しょうみつ

ニ竣成スルノ力ヲ得ハスケ

ッチモ亦自ラ容易ナルニ至

ラン 

然ルヲ初メヨリスケッチヲ

専ラトセハ遂ニ完全ナル竣

工ニ達スルノ期 勿
なか

ラン 

入念に仕上げることの出来る

者にとって、スケッチはたや

すいが、スケッチを元に描き

始めた者は、決して仕上げる

ことはできないであろう。 



285 
 

 

17)  I need hardly observe，that 

a power of Drawing 

correctly，and a knowledge 

of the simple rules at 

least，of Perspective，are 

highly necessary 

cquirements，and should 

be possessed to a certain 

extent，by all who attempt 

Painting． 

(追加説明) 

油繪ヲナサント欲セハ鉛

筆ヲ以テ正シク物形ヲ画

キ 日光ノ隂陽ニ依テ遠

近高低ヲ現 11ハスヲ熟練

シ 且ツ遠近法ノ概略

ヲ 些
いささ

カ心得置クヘシ 12 

 

(追加説明) 

予ハ又別ニ切望スヘキ点ア

リ 

即チ墨畫ノ力ト 照影法
パルスペクチーブ

ノ大要ヲ知ルトノニ事是ナ

リ 

墨畫ハ物状ヲ描畫シ 正シ

ク其形像ヲ模スルノ力ヲ要

ス 

照影法ハ遠近前後ヲ顯スノ

法則ニシテ 只單簡ノ法ヲ

知ラハ可ナリ 

是レ何人ト雖モ 凡ソ彩色

ヲ 企圖
き と

セント欲スル者ハ必

ス先ツ學ハサル可ラサル要

点ナリ 

私が述べることはほとん

ど無いが、絵を描こうとす

る全てのものにとって、

(鉛筆ヲ以テ)正確な素描

力や、遠近法の単純な決ま

りについての知識は大変

必要であり、一定の範囲ま

で修得すべきである。 

一行あけ 

18)  MATERIALS． 用具 畫具 用具 

19)  With respect to the 

Materials；‐In selecting 

them，perhaps no two Artists 

entirely agree． 

凡ソ用具ハ 画工ノ好

ミニ應シ 各々其好ム

所ヲ異ニス 

凡ソ畫具ノ事ハ作家カ撰用

スル處ニ從ヒ各異同アリ 

用具の選択については

たぶん各人で異なるで

あろう。 

20)  One has a favourite colour 

which he thinks he could not 

possibility dispense with，

another will not admit it on 

the palette． 

例令ハ一人ノ画工ノ必

要トスル 顔料
ピグメント

モ他ノ

画工ハ 曽
かつ

テ用イス 13 

 

譬 E

たと

Aヘハ 甲家ハ某ノ色ヲ以

テ無上ノ者トシ 若シ之ヲ A

E缺 E

か

Aケハ爲スコト能ハサルカ

如シト雖モ 乙家ハ之ヲ其

色料板面ニ上サヽルカ如シ 

ある者にとっては不可

欠と考える絵具も、他の

者にとってはパレット

に用いることは出来な

いであろう。 

                                                   
11 顕(坂) 
12 置ヘシ(坂) 
13 用井ス(坂) 
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21)  There is one course which I 

think will be best to follow；

‐it is to make the selection 

as simple as possible，and to 

dispense with those colours 

which are，as far as my 

experience goes，

unnecessary． 

其取捨ハ 皆ナ 14実際

経験上ニアルヲ以テ 

先ツ始メニハ 簡便ナ

ルヲ旨トスルヲ宣シト

ス 

 

而テ色ヲ撰用スルハ成ル可

ク單簡ヲ要ス 

私が最も良いと思う 1つ

のコースがある。 

それは、絵具の選択を出

来るだけ簡単にして、私

の経験でなるべく不要

な色を省くことである。 

22)  I shall give a list of those 

which I have been for many 

years in the habit of using，

and which I have found 

sufficient for all purposes in 

Landscape Painting． 

下ニ述フル処ノ顔料ハ 

余カ多年ノ間仕用シ馴

レ 景色ヲ寫 15スニ当

リ 些
いささ

カ欠クコトナキ

モノヲ掲ク 

 

今爰ニ多年仕用ニ慣レタル

者ヲ擧テ以テ初學ノ標準ト

ナサント欲ス 

且ツ此數種ハ山水畫ニ於テ

殊ニ切實ノ用アル者ナリ 

私が、長年使う習慣があ

るリストを示そう。 

それは、風景画を描くあ

らゆる目的に十分であ

ると考えてきたもので

ある。 

p.3 

23)  For further information，I would 

refer the reader to a small work on 

Painting in Oil，by MR．

TEMPLETON，which，although it 

relates more particularly to Figure 

Painting，will be found to contain 

many useful hints to the 

Landscape Painter；and a 

reference to it will save the 

necessary of my repeating remarks 

already well placed within reach of 

all． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

さらに、私は読者に

TEMPLETON 氏の油画に

関する小読本を参考にして

もらいたい。 

それは特に人物画により関

連があるが、風景画家に役に

立つ多くのヒントを見るこ

とが出来る。 

そしてそれを参考にするこ

とは、私が繰り返し述べる意

見を助ける。それは、全て彼

の読本の中に記されている。 

一行あけ 

24)  LIST OF 

COLOURS. 

顔料 E

ピグメント

 色ノ品目 絵具の一覧 

25)  Opaque． 不透明色 不透明質 不透明色。 

                                                   
14 皆(坂) 
15 写(坂) 
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26)  ‐Flake White， 雪 白 E

フレーキ、ホワイト

 フレーキ、ホワイト(白) -フレーキ・ホワイト、 

Naples Yellow，Nos．1，2，

3， 

 

A E 淡 黄 E

ネープルスエルロー

A15F

16一二三 

子―プルスエロー(淡茶白)一、二、三、號 ネープルス・イエロー

(NO1,2,3)、 

Chrome Yellow，Nos．1，

2，3， 

or in place of them，

Cadmium， 

A E 黄 色 E

クローム、エルロー

A一二三 

 

A E 黄 色 E

カドミームエルロー

A16F

17 

 

コロームエロー(黄)一、二、三、號 

カドミユーム(黄) 

 

クローム・イエロー(NO1,2,3)

又は代わりにカドミウム(イ

エロー)、 

 

Yellow Ochre， A E 黄 土 E

エルローオーカー

A17F

18 エロー、ヲークル(黄茶) イエロー・オーカー、 

Roman Ochre， A E羅馬 E

ローマン

AA E黄土 E

オーカー

A18F

19 ローマン、ヲークル(暗茶色) ローマン・オーカー、 

Venetian Red， 

or Light Red， 

A E 代 赭 E

ベネシヤンレット

A19F

20 

A E 代 赭 E

ライト、レット

 

ベ子シアンレット(暗紅色) 

ライトレッド(同上淡色) 

ヴェネティアン・レッド 

又はライト・レッド、 

Indian Red， 

Raw Umber， 

Burnt Umber， 

A E 脂 色 E

バーントアンバー

A20F

21赤ト黒ヲ含ミシモ

ノ 

A E 脂色 E

ローアンバー

A黄ト黒ヲ含ミタルモ

ノ21F

22   A E 鉄 丹 E

インジヤンレット

A22F

23 

インジアンレッド(深暗紅色) 

ローアムバア(淡茶褐色) 

ボルントアムバー(深茶褐色) 

インディアン・レッド、ロー・

アンバー、 

バーント・アンバー、 

Blue Black， 

 

A E 黒 E

ブユー、ブラッキ

A少シ藍ヲ含ム ブリユーブラッキ(含藍黒色) 

 

ブルー・ブラック、 

 

Ivory Black， 

 

A E 黒 E

アイボリーブラック

A23F

24象牙ヲ焼キ製セ

シモノ 

アイボリーブラッキ(含黄黒色) アイボリー・ブラック、 

Vermillion， A E 朱 E

バーメリヲン

A24F

25 ベルミリヲン(朱) ヴァーミリオン、 

French Ultramarine， A E仏蘭 E

フレンチ

AA E 西群青 E

ヲルターマイン

A25F

26 フレンチ、ヲルテマリン(仏蘭西群青) フレンチ・ウルトラマリン、 

Cobalt， A E群青 E

コバルト

 コバルト(白群) コバルト、 

                                                   
16 淡 黄

ナプルス、エルロー

 (坂) 
17 黄 色

カドミエムエロー

(坂) 
18 黄 土

エローオーカー

(坂) 
19 羅馬

ローマン

黄土
ヲーカー

(坂) 
20 代 赭

ベ子シアン、レット

(坂) 
21 脂 色

バルント、アンバー

(坂)。(坂)は 鉄 丹
インジアン、レット

、 脂 色
ローアムバー

、 脂 色
バルント、アンバー

の順である。 
22 脂 色

ローアムバー

、黄ト黒トヲ含ミシモノ(坂) 
23 鉄 丹

インジアン、レット

(坂) 
24 黒

アイボリー、ブラッキ

象牙ヲ焼キ製セシモノ (坂) 
25 朱

ベルミリヲン

(坂) 
26 仏蘭

フレンチ

西群青
ヲルテメリン

(坂) 
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Permanent Blue， 

&c． 

群 青 E

ペルマネントブリユー

 ペルマ子ントブリユー(空青藍色) パーマネント・ブルー 

等。 

27)  These are the 

Opaque Colours． 

(翻訳省略) 

 

以上ヲ不透明色トス」 これらが不透明色であ

る。 

28)  The Semi‐

Opaque  are‐ 

半透明色 

 

半透明質 

 

半透明色 

 

Raw Sienna，Burnt 

Sienna， 

 

A E 黄 E

ローシーンナ

A26F

27 

A E 代 赭 E

バーントシーンナ

A又紫檀色 27F

28 

ロー、シーンナ(淡茶黄色) 

ボルントシーンナ(赭
あか

石色) 

半透明色は、ロー・シエ

ンナ、バーント・シエン

ナ、 

Cappah Brown， 黒鳶色 E

カパブラウン

A又紫檀色ニ類似セ

ルモノ 28F

29 

カパブラヲン(黄茶褐色) カッパー・ブラウン、 

Terre Verte，&c． A E 暗 E

テルレ

AAE緑色 E

ベ ル ト

A29F

30 テルレベルテ(暗綠色) テール・ヴェルト等。 

29)  The Transparent are‐ 透明色 透明質 透明色は、 

Carmine， A E 洋紅 E

カルマイン

 カルミン(洋紅) カーマイン、 

Crimson Lake， A E 紅 E

クリムソン、レーキ

 クリムソンレーキ(同上ノ稍ヤ淡キ色) クリムソン・レーキ、 

Purple Lake， A E 紫 E

ピープル

AAE紅色 E

レ ー キ

A30F

31 ポルプルレーキ(紫色) パープル・レーキ、 

Antwerp Blue， A E 藍 E

アンテルプ、ブリユー

 アントエルプブリユー(藍色) アントワープ・ブルー、 

Prussian Blue， AEべレンス E

プ ロ ス ヤ ン

AA E 藍 E

ブリユー 

A31F

32 プロシアンブリユー(ペロ藍) プルシャン・ブルー、 

Bitumen， A E 漆 E

ビチーメン

A暗色又 A E 脂 E

バーント

 

A E 色 E

アンバー

A極薄 32F

33 

ビチユーメン(暗黒茶褐色) ビチゥーム、 

  

Brown Pink， A E 脂 E

ブラウン

AA E 色 E

ピーンク

A33F

34 ブラヲンピンク(茶褐色ノ黄色) ブラウン・ピンク、 

Yellow Lake， A E 黄 色 E

エルローレーキ

A34F

35 エルローレーキ(黄色) イエロー・レーキ、 

Madder Brown， A E 脂 E

マダルブラウン

A 紫ヲ帯ビタル

モノ 35F

36 
マダルブラオン(含紫茶褐色) マダー・ブラウン。 

                                                   
27 黄

ローシンナー

(坂) 
28 代 赭

バルント、シンナー

又紫檀色(坂) 
29 黒鳶色

カパブラヲン

又紫檀色ニ類似セルモノ(坂) 
30 暗

テルレ

緑色
ベ ル テ

(坂) 
31 紫

ぺープル、

紅色
レ ー キ

(坂) 
32 べレンス

プ ロ シ ア ン 、

藍
ブリユー 

(坂) 
33 膝(岡)であるが、漆(坂)が正しい。 漆

ビチユーメン

暗色又脂色極薄(坂) 
34 脂

ブラヲン、

色
ピンク

(坂) 
35 黄 色

エロー、レーキ

(坂) 
36 脂

マダルブラン

、紫ヲ帯シモノ(坂) 
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30)  Some of these 

colours will only be 

required for 

particular 

purposes，and need 

not always be 

placed on the 

palette. 

但シ透明色中ニハ 只一

種格段ナル処ニ用イ常ニ

色料板上ニ置カサル色ア

リ 37 

 

此種ノ色ハ 用途至テ稀ナル者ア

リ 

故ニ常時色料板上ニ置クコトナシ 

これらのいくつかは特

殊な目的で必要なだけ

であり、いつもパレット

におかれる必要は無い。 

一行あけ 

31)  The Oils and Varnishes 

required are 

(翻訳省略) 

油及ヒ仮漆
バニス

 

 

油畫ニ用ユル 油
ヲイル

及ヒ假漆
バニス

ハ 

 

 

油とワニスとして必要なのは、 

 

Drying Oil， 乾燥油 E

ドライングヲイル

A37F

38 ドライニング、ヲイル(乾燥油) ドライイング・オイル、 

Poppy Oil， A E 罌子 E

ポッピー

AAE粟油E

ヲイル

A38F

39 ポピーヲイル(罌子粟ノ油) ポピー・オイル、 

Mastic Varnish，(strong) マスチックバニス 

(濃いもの) 
マスチックバニス(強質) 

(マスチックハ樹脂) 

マスチック・ワニス 

(濃いもの)、 

Copal Varnish， 

 

コーパルバニス 

 
コーパルバニス 

(コーパルモ樹脂) 

コーパル・ワニス、 

 

Spirits of Turpentine. A E 稀発 E

ターペン

AAE松根油E

タ イ ン

A39F

40 テレメン油等ナリ ターペンタインである。 

 

                                                   
37 透明色中ニハ只一種格段ナル処ニ用井常ニ色料板上ニ置カサル色アリ(坂) 
38 乾 燥

ドライング

色
ヲイル

(岡)、(坂)であるが、英語原文によれば“The Oils and Varnishes required are 
Drying Oil，…”であるので、乾燥油が正しい。 

39 罌子
ポ ピ ー

粟油
ヲ イ ル

(坂) 
40 稀発

トルペン

松根油
タ イ ン

 (坂) 
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p.4 

32)  The Vehicles or Mediums 

used for Drying and 

Thinning the colours，are 

composed of mixtures of 

these:‐thus，Brown Megilp 

is composed of equal 

quantities of strong Drying 

Oil and strong Mastic 

Varnish，well shaken or 

stirred together. 

顔料ヲ仕用スルニ当リ 

之ヲ薄ク溶カントスル

トキハ 乾燥油ト ｢マ

スチックバニス｣41ノ同

量ヲ混合シ ヨク 42撹拌

シタルモノヲ 顔料ニ

和スヘシ 

此ノ混合油ヲ ｢メギル

プ｣43ト称ス 

色ヲ乾燥シ或ハ稀弱ナ

ラシムルノ媒助ハ皆ナ

前條ノ油ヲ用ユ 

ブラヲン、メギルプト

稱フルハ 乾燥油ト強

キマスチックバニスヲ

同量ニ混和セル者ナリ 

絵具を乾かしたり薄め

たりするのに必要な媒

剤は以下の混合物であ

る。 

即ち、濃いドライイン

グ・オイルと濃いマスチ

ック・ワニスを同量良く

かき混ぜたブラウン・メ

ギルプである。 

33)  If a small quantity only be 

required， put a given 

number of drops of each on 

the palette， and rub them 

well together with a knife，

when they will produce a 

strong transparent jelly：this 

is an old fashioned vehicle， 

but in my opinion a very good 

one. 

其少量ヲ要スルトキハ 

色料板ノ上ニ 右両油

ノ数滴ヲ移シ箆ヲ以テ

練調セハ 透明ナル濃

厚凝固セルモノヲ得 

此ノ｢メギルプ｣44ハ 古

ヨリ仕用シ 頗
すこ

フル 45善

良ナル者ナリ 46 

 

 

若シ其分量ノ少許ヲ

希
ねが

フトキハ 前二種

ノ油ヲ三四滴色料板上

ニ 注下シ 小刀ヲ以

テ混合セバ 忽チ濃厚

ニシテ透明ナル粘液ヲ

ナス 

是レ 舊慣
きゅうかん

ノバニスナ

リト雖モ予亦之ヲ良品

トナス 

もし、少量のみ必要なと

きは、それぞれの数滴を

パレットに垂らし、ナイ

フでよく混ぜ合わせる。

そうすると、色の濃い透

明なゼリーになる。 

これは、古い処方の媒剤

であるが、私は、大変優

れていると思う。 

                                                   
41 マスチックバニス(坂) 
42 能ク(坂) 
43 メキリプ(坂) 
44 メキリプ(坂) 
45 頗ル(坂) 
46 モノナリ(坂) 
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34)  Another Megilp may be 

made of equal 

quantities of Mastic，

Copal，and Boiled，or 

Drying oil. 

Boiled oil and 

turpentine in equal 

quantities，is a useful 

mixture，where a fluid 

one is required. 

又｢マスチック｣47  

｢コーパルバニス｣48及ヒ

乾燥油ノ三品ヲ同量ニ混

合シテ｢メギルプ｣49ヲ得 

或ハ油ノ流動スルヲ要ス

ルトキハ 乾燥油ト｢タ

ーペンタイン｣50ノ同量

ヲ混シ用フルヲ宜シトス 

(翻訳省略) 

又メギルプノ他ノ一

種アリ 

マスチック コーパ

ル 乾燥油ノ三品ヲ

同量ニ混和セル者ナ

リ 

是ハ(同量のボイル

ド・オイルとターペン

タインは、) 流動質ヲ

要スルトキノ用ニ充

ツ 

他のメギルプは、マスチックと

コーパルにボイルド・オイル又

はドライイング・オイルをそれ

ぞれ同量で作ることが出来る。 

同量のボイルド・オイルとター

ペンタインは、液状のものが必

要な場合に便利な混合物であ

る。 

35)  Copal varnish，

prepared for painting，

has of late years been 

very much used，and 

has many quantities to 

recommend it; 

(翻訳省略) 

 

コーパルバニスハ油繪

ノ爲メニ製造シテ慣用

セルハ近年ノコトナリ 

近年、描画の上でコーパルワニ

スは大変多く用いられ、よく勧

められる。 

36)  it may be diluted with 

turpentine，poppy，or 

linseed oil ,as required. 

｢コーパルバニス｣51ヲ仕

用スルトキハ ｢ターペ

ンタイン｣52罌子油及ヒ

亜麻仁油等ノ内ヲ一品

混スルヲ宜トス 53 

此バニスハテレメン又

ハ罌子油、亞麻仁ノ各

種ト混合シテ稀弱ナラ

シムヘシ 

これは、必要であれば、ターペ

ンタインやポピー・オイル、リ

ンシード・オイルで薄めること

が出来る。 

                                                   
47 マスチック(坂) 
48 コーパル(坂) 
49 メキルプ(坂) 
50 トルペンタイン(坂) 
51 コパルハニス(坂) 
52 トルペンタイン(坂) 
53 宜シトス(坂) 
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37)  In the sun it dries very 

rapidly ,which may be 

regulated at pleasure by 

the introduction of either 

nut，poppy，or linseed oil. 

(翻訳省略) 
此仮漆ハ日光ニ直接セ

ハ 乾燥頗フル 54速カナ

レハ(好きなように)右ノ

如ク他ノ他ノ油ヲ混用

スヘシ 55 

 

又日光ニ照ストキハ乾

燥速ナリ 

乾燥ノ程度ヲ加減セン

ト欲セハ 胡桃油、罌子

油、亜麻仁油ノ中何レカ

一品ヲ混スレバ 其緩

急自在ナリ 

太陽の下で、その乾燥が速

すぎる場合、ナット・オイ

ル、ポピー・オイル、リン

シード・オイルのどれかを

混ぜることで好きなよう

に乾燥を遅らせることが

出来る。 

38)  Much depends on its 

preparation；for a unless 

it be prepared for 

painting，when oil is 

mixed with it，it shortly 

deposits the gum at the 

bottom in a candied 

state，separating it from 

the oil. 

(翻訳省略) 

 

但シ此バニスハ必ス 

別製ヲ要ス 

若シ尋常ノ者ナレハ 

他油ト混スルニ當リ忽

チニシテ 脂質沈殿シ

テ油ト分離スヘシ 

多分に調合に起因するが、

描画用に調合しなければ、

油をそれ(コーパルワニス)

に混ぜると、すぐに飴状の

樹脂分が油から分離して

底に沈殿する。 

39)  The Varnish and oil or 

turpentine should be 

slightly warmed before 

mixing，to prevent their 

afterwards separating. 

(翻訳省略) 

 

凡ソバニス 油 及ヒ 

テレメン油ハ 之ヲ混

合スルニ 先チ微温ヲ

被ラシムルヲ可ナリト

ス 

之レ分離ヲ避クル爲ナ

リ 

ワニスや油、ターペンタイ

ンは、後の分離を防ぐため

に、混ぜる前に少し暖める

べきである。 

40)  In painting out of doors，

much depends on the 

state of the weather，the 

time of day，&c.； 

野外ニ出テ寫景ヲナス

ニハ 季候ト朝夕ノ刻

限アルヲ以テ仕用スル

所ノ 56ノ油ノ 57取捨アリ 

凡ソ戸外ニ生寫ヲ試ム

ルニハ 氣候 時期ニ

關係スルコト 甚ダ多

シ 

 

屋外で描く場合、天候や時

刻等に大変に左右される。 

 

                                                   
54 頗ル(坂) 
55 混シ用ユヘシ(坂) 
56 仕用スル(坂) 
57 油(坂) 
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41)  and experience alone will 

enable the student to 

select the particular 

vehicle most useful under 

any peculiar state of the 

weather. 

学者経験セハ 自ラ撰

ム処アルヘシ 

 

故ニ其用ユル處ノバニ

スモ 其氣候ニ應シ撰

用セサルヘカラス 

其撰擇ハ學者ノ經験上

ニ属ス 

経験によってのみ、学生が

あらゆる特別な天候に最

適な個々の媒剤を選択す

ることが出来るようにな

る。 

p.5 

42)  Turpentine is highly 

necessary at all times to 

dilute the vehicles；it 

sets quickly，assists 

drying，and enable the 

painter to well impast 

the lights with thick 

opaque painting； 

但シ｢ターペンタイン｣58

油ハ 仮漆ヲ稀弱ナラ

シムルニ頗フル 59必要ニ

シテ 加フルニ他油ノ

乾燥ヲ速カ 60ナラシメ且

ツ画中光明ナル部ニ不

透明色ヲ濃厚ニ固着ナ

ラシムル 

テレメン油ハバニスヲ稀弱ニ

スルニ必用ナル者ナリ 

其他油ト混和スルコト速カニ

シテ 乾燥ヲ補助スルノ力ア

リ 

或ハ不透明色ヲ以テ厚ク光部

ニ附着スルニ當リテハ此油ヲ

以テ顔料ニ混和スルニ若クナ

シ 

ターペンタインは媒剤

を希釈するのに常に大

変必要なものである。 

それは、すばやい乾燥

を助け、明部を十分な

厚く不透明に描写する

ことを可能にする。 

43)  and may be worked on 

even before it  be dry. 

(追加説明) 

此油ヲ以テシ少シク混

合スレハ其全ク乾燥セ

サル上ニ再ヒ他ノ着色

ヲ施スコトヲ得ノ便ア

リ 61 

此ノ如ク厚ク固着セシ顔料ノ

上面ニハ 速時又他色ヲ点ス

ルコトヲ得ヘシ 

この油を少し混ぜれば 

それは、乾燥する前で

さえ行うことが出来

る。 

(追加説明) 

是レテレメン油ノ効ナリ 

これがターペンタイン

の効果である。 

44)  The selection of Brushes 

should be regulated by 

the size of the pictures to 

be painted； 

筆ハ図ノ大小ニ応 62シテ

其用アリ 

 

筆ノ撰擇ハ畫幅ノ廣狹ヨリ來

ルヘシ 

筆の選択は、描く絵の

大きさによって決ま

る。 

45)  the larger size will not be 

required at first． 

(翻訳省略) 

 

大筆ハ初歩ニハ用ナシ 大きな筆は最初不要で

ある。 

                                                   
58 トルペンタイン(坂) 
59 頗ル(坂) 
60 速ヤカ(坂) 
61 得ルノ便アリ(坂) 
62 應(坂) 



294 
 

46)  They should be Flat Hog 

Hair in Tins，Flat and 

Round Fitch ，do，and 

Flat and Round Sables，

do． 

通常平キ豕毛筆ト 鼬
いた

鼠
ち

毛ノ 63平キ筆 円筆及ヒ

黒 貂
てん

毛ノ平円二筆等ノ

類アリテ 大小モ亦タ 64

種々アリ 

其種類ハ 豕毛
ホグヘーア

ノ扁筆 鼬毛
フィツチ

ノ扁圓兩種四五本ト 貂
ザブ

毛
ル

ノ扁圓兩筆トス 

ブリキで留められた豚

毛の平筆や、鼬の丸筆、

テンの平筆と丸筆を用

いる。 

47)  The hair should all tend to 

a sharp point in the round 

brushes，and a somewhat 

rounded point in the flat 

ones． 

毛ハ弾力強クシテ円筆ナ

レハ 筆
ひっ

鎬
こう

能ク尖リ 平

筆ナレハ 65筆端 稍
や

ヤ円キ

ヲ宜シトス 

筆ノ鋒芒ハ圓ナラハ 

尖鋭
せんえい

ナルヘシ 

扁ナラハ兩角稍ヤ丸キヲ

可ナリトス 

 

全ての毛は丸筆では先

が鋭く、平筆ではいく

らか先が丸くなる傾向

がある。 

48)  Select those which on 

being pressed，or bent，

quickly return to their 

original shape‐those 

which have a strong 

springing quality． 

(翻訳省略) 毛質ハ堅硬ニシテ彈力ア

リテ 試ミニ 掌上ニ 

壓
あつ

シ放テハ忽チ其本位ニ

復スルヲ最上トス 

押し付けたり曲げたり

したらすぐにもとの形

に戻る筆は強い弾力を

持っているので、その

ようなものを選ぶべき

である。 

一行あけ 

49)  Cleaning the brushes． 筆ヲ洗滌スルニ 豕毛筆

ハ最初石鹸ト水トヲ 66以

テ洗ヒ 後チ微温湯ニテ

清洗スヘシ 

 

筆の洗浄 

 

筆の洗浄 

 

50)  The hog hair brushes may 

be washed in soap and 

water，and rinsed 

afterwards  in plain warm 

water，to remove the soap

‐or they may be rubbed in 

soap when done with，and 

rinsed in warm water the 

next morning，giving them 

a second washing to 

remove the soap． 

豕毛筆ハ石鹸ト水ヲ以

テ洗フ 

次テ石鹸ヲ去ルニ 微

温湯ニ浸スヘシ 

或ハ預メ石鹸ヲ抹擦シ

置キ 翌朝ニ至リ 温

湯ニ浸シ石鹸ヲ洗ヒ去

ルモ可ナリ 

豚毛の筆は石鹸と水で洗

い、石鹸を落とすため後

で湯ですすぐ。 

または描いた後石鹸をつ

け、次の朝湯ですすぐ。 

二度の洗浄が、石鹸を落

とす。 

                                                   
63 鼬

いた

鼠
ち

毛ノ(坂) 
64 亦(坂) 
65 ナレバ(赤) 
66 水ヲ(坂) 
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51)  The Fitch and Sable，

should be washed in 

turpentine at the end of 

a day’s painting，and 

then dipped in sweet 

oil，or any other oil 

which does not dry； 

(翻訳省略) 

鼬鼠 E

い た ち

A毛及ヒ黒貂毛ハ仕用ノ

後チ 先ツ｢ターペンタイ

ン｣66F

67油ニテ洗ヒ 後チ(汚れ

ていない油か)他ノ 67F

68乾固セ

サル油ヲ以テ湿シ置キ 次

ノ日ニ又仕用ス 

鼬毛 貂毛ノ兩筆ハ 

其日業ヲ終ルノ後チ 

先ツテレメン油ヲ以テ

洗浄シ 次テ(汚れてい

ない油か)他ノ乾燥シ易

カラサル油ヲ含マシム 

(佐)フィッチ筆とセ

ーブル筆はその日の

製作が終了した後テ

レビン油で洗浄し、

それから汚れていな

いオイルか、あるい

は乾燥することのな

いオイルであればそ

れ以外のどんなオイ

ルでも良いからそれ

に浸しておかなけれ

ばならない 68F

69。 
52)  but great care must be 

taken to wash this oil 

out of them when they 

are again used， 

otherwise the colours 

will never dry. 

但シ之ヲ仕用スルトキハ油

ヲ能ク拭ヒ去ルヘシ 

然ラサレハ 顔料ニ 70湿シ

其ノ 71乾燥ヲ 妨クヘシ 

 

但シ必要ナル一事ハ 

翌日使用スルニ際シ 

油ヲ拭ヒ去ルコトナリ 

然ラサレハ 其油質ノ

爲メニ全圖ノ色全ク乾

カサルヘシ 

しかし、再びこれを使用

するときはオイルを洗浄

することに大変気をつけ

る必要がある。 

さもなければ、絵具は決

して乾燥しないであろ

う。 

53)  It is safer，and answers 

all purposes to use Nut 

oil for this. 

其仕用ニ 72安全ナル油ハ胡

桃油ヲ最上トス 

 

而シテ其最モ無害ナル

ハ 胡桃油ニ優ル者ナ

シ 

これには、ウォルナッ

ト・オイルがより安全で、

あらゆる目的を果たす。 

(追加説明) 

又右油ヲ混シ置クモ 73日ヲ

経テ画ヲナサヽルトキハ 

豕毛筆ノ如ク清浄ニ洗ヒ置

クヘシ 

また、このような油につ

けておいても、何日も描

かない場合は、豚毛のよ

うに洗っておくべきであ

る。 

                                                   
67 トルペンタイン(坂) 
68｢他ノ｣が欠落(岡)であるが、英語原文によれば“…or any other oil which does not dry；”であ

るから｢後チ他ノ｣(坂)が正しい。 
69 (筆) 「鼬やテンの筆は、その日の描写の終わりにターペンタインで洗い、オリーブオイル等の

乾かない油に浸しておく」。“sweet oil”はオリーブオイルであるが、“sweet"は「悪くなって

いない」という意味があるうえ、“sweet oil，or“とあり、コンマで区切られているため、佐伯氏

の訳が正しいと考えられる。 
70 顔料(坂) 
71 其(坂) 
72 仕用スルニ(坂) 
73 置モ(坂) 
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54)  Brushes when washed 

should be drawn 

together so as to 

preserve a tendency to 

a point，and prevent 

their spreading at the 

ends. 

洗滌セル後ハ筆鎬ヲ尖ラセ

置キテ毛ヲ散乱セシメサル

ヲ要ス 

 

筆ハ洗浄セル後チ 其

本位ノ状形ニナスヘシ 

鋒芒ノ散亂セサランコ

トヲ要ス 

筆を洗うときは、毛が先

に集まり、後に分かれな

い様に、引っ張るべきで

ある。 

55)  Never wash them in 

boiling water； 

又熱湯ニテ洗滌スルヲ 74禁

ス 

筆ハ熱湯ニテ洗フヘカ

ラス 

決して熱湯で洗ってはな

らない。 

p.6 

56)  it melts the resin with 

which they are fixed on 

the handles，and destroys 

the strength of the spring 

in the hair； 

若シ是ニテ洗ヘハ 毛ノ弾

力ヲ失ヒ 且ツ柄ヲ固ムル

処ノ樹脂ヲ溶解スルノ恐レ

アリ 75 

熱ヲ被レハ 筆簳
ひつかん

ヲ固

定セル脂質ヲ溶解シ 

又毛質ノ彈力ヲ損フヘ

シ 

それは、柄に留めてい

る樹脂を溶かし、毛の

弾力性を失わせる。 

(佐)要するに、熱湯で

洗うことによって、筆

毛に塗られた油脂分が

失われてしまうのであ

る 76。 

57)  above all things keep 

them from grease. 

(翻訳省略) (翻訳省略) 

一行あけ 

58)  A steel Palette Knife，

and Port Crayon，

prepared charcoal，and 

chalk，some cups，and 

some tin cups to fix on 

the palette，to hold 

turpentine and 

vehicles，will be 

required. 

鋼鉄ノ箆及ヒ 焼墨 ｢チヨ

ーク｣77稿筆挿 小キ錫ノ器

等ヲ供用スヘシ 

此錫器 ｢ターペンタイ

ン｣78及ヒ他ノ假漆ヲ入レ 

色料板ニ挿シ置クヲ用トス 

 

(翻訳間違い) 

以上ノ外 鋼鐵製ノ小刀(色

ヲ練調スル箆樣ノ小刀ナリ) 

ポルトクラヨン(燒筆又ハ灰

筆ヲ挿ム者) 

コップ二三個 

錫製ノ小壷 

是ハ色料板ニ挿ムヘキ備ア

リテ 内ニハ バニス及ヒ 

テレメンヲ 入ルヽノ具ナ

リ 

鉄のパレット・ナイ

フ、木炭やチョーク

のためのクレヨンば

さみ、カップ数個、

ターペンタインや媒

剤を入れるためのパ

レットに固定する錫

のカップ(油壺)数個

を用意しよう。 

 

                                                   
74 洗フヲ(坂) 
75 恐アリ(坂) 
76(筆)「特に、油脂から遠ざけること」。“keep~form”は「避ける」ではなく、「保つ」が正しい。 
77 チョーク(坂) 
78 トルペンタイン(坂) 
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一行あけ 

59)  Tin Sketching 

Boxes are made of 

various sizes，capable 

of holding all the 

colours above 

described． 

(翻訳省略) 

以上ノ画具 79ヲ入レ置くヘ

キ(様々な大きさの)寫景用ノ

画具箱ヲ要ス 

錫製ノ畫具箱ヲ要ス 

是ハ前述ノ顔料其他ノ用具

ヲ入ルヘキ適度ノ廣幅ヲ撰

ムヘシ 

錫製のスケッチ箱

(絵具箱)は、様々な大

きさがあり、上述し

た絵具を収納するこ

とが出来る。 

60)  A palette to fit the 

box，should be 

selected，made of the 

wood least likely to 

warp，either by 

exposure to heat，or 

damp． 

(翻訳省略) 

且ツ 80此箱ノ内ニ収ムルニ

適当ナル(屋外で使用しても

熱や湿気で曲がることの少

ない木製の) 色料板 即
すなわち

｢パ

レット｣81ヲ供フヘシ 

(追加説明) 

色料板ノ木質ハ気候ノ乾濕

ニ由テ屈曲セサル者ヲ可ト

ス 

パレットは、箱に収

まり、屋外で使用し

ても熱や湿気で曲が

ることの少ない木製

の物を選ぶべきであ

る。 

且ツ輕クシテ 支持ニ便ナ

ルヲ良トス 

加えて、軽く持ちや

すいものがよい。 

61)  The lid of the box 

should be made to 

form an easel when 

open on the knee，and 

a separate 

compartment，should 

be provided to carry 

wet sketches，or 

milled boards． 

(翻訳省略) 

箱ハ膝ノ上ニ置キ蓋ヲ開ケ

ハ 画架ノ代用ヲナスヘク 

又蓋ノ間ニ乾固セサル 82画

図ヲ(スケッチやボード)挿ミ 

運搬シテ摩損セサル為メ 

空隙
くうげき

ヲ伴フヘシ 

(追加説明) 

又箱ノ蓋ハ開ケハ 畫架ノ

代用ヲナスノ便ヲ備へ 箱

ヲ膝上ニ安置シ 畫圖ヲ 

其 葢
ふた

ニ掲ケ 以テ作畫ノ用

ニ便ス 

又其蓋ニハ 乾燥セサル畫

圖ヲ運搬スルノ餘地ヲ備フ

ヘシ 

惣テ此ノ如キ便用ニ應スル

者ハ顔料舗ニテ一切販賣ス

ル者アリ 

箱の蓋は、膝の上で

開けた時にイーゼル

の形をなし、仕切り

が分かれて、濡れて

いるスケッチやミル

ボードを運ぶのに使

えなければならな

い。 

およそ、これらの画

材は画材店で販売さ

れている。 

                                                   
79 画図(岡) であるが、英語原文によれば“capable of holding all the colours above described．”
であるので｢画具｣(坂)が正しい。 

80 且 (坂) 
81 色料

パレット

板(坂) 
82 ｢画架ノ代用ヲナスヘク又蓋ノ間ニ乾固セサル｣が欠落し、枠外に追加既述してある(岡) 
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62)  Camp Stools，and 

various ingenious 

contrivances，

combining easel，and 

chair，may be 

obtained，care being 

taken that they are 

constructed in such 

away as to provide 

for the firmly fixing 

the milled board，or 

other material used，

otherwise the wind 

will be found 

exceedingly 

troublesome． 

(翻訳省略) 

 

寫景用ニ供スヘキ畫具ハ 

種々便宜ナル製アリ 

畫架ト椅子トヲ結合シテ運

搬ノ便ニ備ル者アリ 

其最モ要点トスル處ハ 圖

ヲ保ツコト堅固ニシテ 風

吹ノ爲メ顛倒シ易カラサル

ヲ 専一トス 

キャンプ用の腰掛

や、組み立て式イー

ゼル、椅子等、様々

な工夫された仕掛け

は、ミルボードや他

の画材をしっかりと

固定するような配慮

がされて組み立てら

れている。さもなけ

れば風は非常に厄介

なものとなる。 

63)  Prepared Sketching Paper 

may also be used； 

此ノ外ニ景寫 83用ノ画

紙ヲ要ス 

 

油繪ニテ眞景ヲ寫スニ畫幀

ニ充ツヘキ者ハ 原紙ノ地

ナリ 

スケッチ用紙も必要

であろう。 

64)  it has the advantage of 

lightness，and the studies 

when dry may be kept in 

folios． 

(翻訳省略) 

是ハ紙ニ油ノ地ヲナシ 

数十枚ヲ厚ク重ネタル

モノニシテ 毎紙 84毎

紙ノ間ニ小刀ヲ入レ 

一葉ツヽ剥キ取ルコト

ヲ得テ(習作が乾燥す

れば二つ折りに出来

て)至テ最モ 85軽便ナ

リ 

是ハ資質輕クシテ 竣

成ノ上 乾燥セハ 畫

帙
ち つ

ノ間ニ挿ミ置クノ便

アリ 

それは軽く、習作が

乾燥すれば二つ折り

に出来て便利であ

る。 

65)  Blocks of this material are 

prepared containing many 

sheets pressed together 

and easily separated by 

passing a knife between 

each sheet． 

又此厚紙ハ數十葉ヲ

重子
か さ ね

強ク 壓束
あつそく

シテ一個

厚質ノ品トナシ 上面

ニ畫ヲ作リ 次テ一葉

毎ニ取リ 剥スノ便ヲ

ナス者アリ 

この塊は、多くの

紙を圧着したも

ので、気が向け

ば、ナイフで簡単

に剥がすことが

出来る。 

                                                   
83 景写(坂) 
84帋

し

(坂) 
85 得テ最モ軽便ナリ(岡) 
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66)  If a block of this 

description be used，a case 

or slide should be provided 

for its reception，in order to 

carry the studies while 

wet． 

(翻訳省略) 

 

是ヲスケッチング ブロッ

クト稱ス 

此厚紙ヲ仕用スルニハ 別

ニ薄キ箱樣ノ者ヲ作リ 作

畫ノ後乾燥セサル圖ヲ運搬

スルノ備トナスヘシ 

前述したこのブロッ

クを使用する場合、

作品が乾かない間に

持ち運ぶため、箱や

スライドの箱が受け

として必要である。 

67)  In painting a large 

picture or study out of 

doors，I would 

recommend the student 

to provide two 

canvasses of the same 

size strained tightly，‐

round the edge of one 

should be fixed a strip 

of deal projecting above 

its surface about 3/4 or 

1/2 an inch． 

(追加説明 翻訳変更) 

野外ニ出テ大画ヲナスト

キハ架ニ張リタル布地ヲ

用ユ 

斯クスル 86トキハ他ニ是

ト同様ノ廣巾アル架張ノ

布地カ 又ハ他ニ 便宣
べ ん ぎ

ナ

ルモノヲ用意シ 其周辺

ニハ高サ四五分位 87ノ木

切ヲ以 88突起セルモノヲ

附ケ置キ 画面ト密接セ

サルノ具トシ 画キ終テ

家ニ 携
たずさ

フルトキ 之レヲ

(翻訳変更) 

戸外ニ於テ大幅ノ圖ヲ作ル

トキハ 同シ幅員ノ畫布ニ

面ヲ備フヘシ 

其一面ノ四邊ニハ 厚サ五

六分ノ細ク薄キ板ヲ釘ニテ

附着シ 縁ノ如キ者ヲ作リ 

圖ハ此一面ニ畫キ後チ 運

搬スルニ當リ 他ノ一面ヲ

右ノ縁ノ上ニ當テ 全圖ヲ

覆ヒ 綱ノ類ニテ結ヒ留メ 

或ハ 鐶
わ

ノ如キ便宜ナル者ヲ

預メ備ヘ 二面ヲ堅ク結合

(佐)屋外で大作の絵

やスタディを描くと

きには、同じ大きさ

のピンと張ったカン

バスを二枚準備して

おくことをお勧めす

る 91。そして、その

端を表面の 3/4 又は 

1/2 インチ(約 2.5 セ

ンチ)突き出た細長

い切れで囲む。 

                                                   
86 斯ル(坂) 
87 一分は約 0.3cm。したがって四五分は約 1.2~1.5cm 
88 以テ(坂) 
91(筆)「屋外で大きな絵画や習作を描くときは、私は学生に同じ大きさの二つのキャンバスをき

つく縛ったものを用意することを勧める。」“strained tightly”は「張る」と考えられる。 
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68)  The picture being 

painted on this，and 

required to be carried 

home while wet，place 

the other canvass face 

downwards on the 

projecting strip，and 

fasten it in this 

position either by 

hooks and eyes 

provided for the 

purpose，or by string，

tying the two firmly 

together． 

以テ 89画面ヲ覆ヒ 重子

紐 90又ハ他ノ便宜ナルモ

ノ(かぎホック)ヲ備ヘ 二

箇ヲ相共ニ結合セシム 

スヘシ 絵を描き終えて、乾

いていないうちに家

に運ばなければなら

ないときは、もう一

枚のキャンバスを突

き出た細長い切れの

下方に置き、この状

態で用意したかぎホ

ックか、紐で 

二つのキャンバスを

しっかりと縛る。 

p.7 

69)  During the period of 

painting，the second or 

plain canvass may be fixed 

behind the picture，in this 

position it will protect the 

painting from the effects of 

wind， 

寫景中 92ハ又此添 93

地ヲ画地ノ背後ニ設

置シ 以テ風吹ノ害

ヲ防クノ用トス 

 

又作畫ノ際ニハ此

豫備
よ び

ノ畫布ハ本圖ノ

裏ニ重子置キ 風吹ノ

爲メ 畫布ノ動揺スル

ヲ防ク 

描いている間は、もう一つの

又は更のキャンバスを絵の

後ろに固定しよう。 

ここに置けば、それが風の影

響から描画を守ってくれる。 

70)  which is sometimes very 

troublesome，blowing the 

canvass out from the back 

just at the time when 

careful touches are 

required，and teasing the 

Artist beyond description． 

寫景中風アレハ 布

地ノ面ヲ動揺シ 

甚
はなは

タ困難ナル者

也 94 

 

 

實際ニ於テ 風畫布ノ

裏面ヨリ來レハ 精細

ノ筆ヲ下スニ當リ 云

フヘカラサル妨害トナ

ル者ナリ 

 

風は時として大変煩わしい

もので、丁度慎重なタッチが

必要な時に、キャンバスの後

ろから吹き込み、筆舌に尽く

しがたいほど画家を悩ませ

る。 

71)  The second canvass placed 

as described will prevent 

this． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

二枚目のキャンバスを前述

したように置けばこれを防

ぐであろう。 

                                                   
89 以(坂) 
90 重子紐カ(坂) 
92 写景中(坂) 
93 漆(岡)であるが添(坂)が正しい。 
94 甚

はなは

タ困難ナル者□(岡) 
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72)  In case of a shower，the 

canvasses placed as 

described for carrying，will 

protect the painting from 

wet‐a precaution highly 

necessary，as the least 

degree of wet being a long 

time in drying on a painted 

surface，the painting 

cannot be proceeded with 

until perfectly dry． 

(翻訳省略) 

 

又此豫備ノ一面ハ 降

雨ニ際シ濕潤ヲ避クル

ノ用アリ畫上油ノ乾カ

サルニ際シ 雨濕ヲ被

レハ 乾燥甚タ遅シ 

故ニ進テ竣工スルコト

能ハサルヘシ 

にわか雨が降った時には、絵

の持ち運び用に取り付けら

れたこのカンバスは、絵が雨

に濡れるのを防ぐ役目を果

たすのである。つまり、塗ら

れた絵の表面がほんのわず

かに濡れただけでも、乾くの

に長い時間がかかり、そのう

え完全に乾くまでは絵の製

作を先へ進めることができ

ないので、雨に対する警戒が

強く求められるのである 95 

73)  To fix these canvasses firmly in the 

most favourable position，a jointed 

rod，about five feet long，provided 

with a pike at the thick end should 

be at hand，which being stuck in 

the ground，the other end should 

be tied to an eye similar to a 

common stair carpet eye，

previously secured in the centre of 

the top edge of the picture canvass

‐I will call it； 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

 

これらのキャンバスを最も好みの

位置に固定するために、約５フィ

ートの長さの継ぎ目のある棒で、

太いほうの先が尖ったものを用意

して地面に刺し、もう一方の端は

一般的な階段カーペットのかぎホ

ックの様な物で結合されるべきで

あり、それには、あらかじめ、キ

ャンバスの上端の中心がしっかり

と留められている－私はそれを要

求しよう。 

74)  and a similar eye should be 

screwed in the centre of each 

upright edge of the picture； 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

 

そして、一対のカギホックを画面

の上端の両端にねじ込むべきであ

る。 

75)  the bottom of the picture being 

placed on the knees of the painter，

(if it to be not too large)， who is 

supposed to be sitting on a stool． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

 

 

画面の下端は画家の膝の上に乗せ

(もし画面が大きすぎない場合は)、

画家は腰掛に座る。 

 

                                                   
95 (筆) 「にわか雨の場合は、キャンバスを運搬のときに記したように配置すれば、作品が濡れ

る事、それは大変気をつけなければならないことであり、なぜなら僅かでも描画面が長い間濡

れ続けると、作品が完全な乾燥をしないからであるが、それを防ぐことが出来るであろう」。「絵

の製作を先に進めることが出来ない」が抜けている。 
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p.8 

76)  A string fastened to one of 

these eyes，and passed under 

the knees，having a hook at the 

end，may be hooked on the 

other eye； 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

 

ひもをこれらのかぎホックのひ

とつに結び、ひざの下を通して、

端に留め金をつければ、反対側

のかぎホックに掛けることが出

来る。 

77)  this contrivance will prevent 

the picture from sliding off the 

knees． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

この仕掛けで膝から作品が滑り

落ちるのを防げる。 

78)  The string may be tightened at 

pleasure by separating the 

knees for that purpose． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

ひもは膝を離すため、随意に結

ぶ。 

79)  Ladies will find small 

iron skewers attached to 

these strings and driven 

into the ground answer 

the same purpose． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

 

婦人の場合は、小さな鉄の串

をこのひもにつけ、地面に打

ち込めば同じ役割をする。 

80)  An umbrella is useful，

serving to protect the 

painter，and the picture 

from the heat of the sun，

which sometimes 

occasions the picture to 

dry too quickly； 

又傘ヲ用意スヘシ 

即チ画者ト図面ニ直ニ

日光ノ来ルヲ支ヘ 図

面ヘ日光ヲ受クレハ 

油ノ乾燥急速ニ過クル

ノ恐レアリ 

 

(翻訳省略) 

戸外ノ寫生ニハ傘ヲ必

用トス 

是ハ畫者ヲ保護シ又畫

面ニ日光ノ直射スルヲ

防ク 

(それは、時々絵が乾く

のを速くしすぎる場合

がある。) 

傘は役に立つ。 

それは画家や絵を太陽の熱

から守る。 

それは、時々絵が乾くのを速

くしすぎる場合がある。 

81)  it may also be used to 

keep off the wind，and 

dust occasioned by it， 

and in case the wind be 

cold it will be found very 

acceptable: 

(翻訳省略) 

且ツ風ヲ支ヘ塵ヲ避ク

ルノ用トス 

(そして、風が冷たい場

合それはとても歓迎す

べきものである) 

(翻訳省略) 

又一ニハ風ヲ防キ塵ヲ

避クルノ用トス(そし

て、風が冷たい場合そ

れはとても歓迎すべき

ものである) 

また、風やそれによって引き

起こされる塵を防ぐ。 

そして、風が冷たい場合それ

はとても歓迎すべきもので

ある。 
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82)  ‐it should be light，and 

provided with a jointed 

stick，having at one end a 

spear or pike to stick in 

the ground． 

(翻訳省略) 

傘ノ柄ハ(軽く)續キ 96

柄ヲ供ヘ 其一端ニハ

鉄ノ 鎬
しのぎ

ヲ挿シ地ニ立

ツルノ用ニ充テ 

(一般的なカーテンリ

ングを頂点に付け) 

傘ノ頂上ヨリハ長キ紐

ヲ三條出タシ 

此紐ノ端ニハ鉄製 97ノ

小キ串ヲ結ヒ付ケ 風

ノ方位ニ従ヒ之レヲ地

ニ刺シ込ミ 以テ傘

ノ 顛
てん

倒ヲ防ク 

其製輕便ナルヲ可トス 

別ニ補助ノ棒ヲ備ヘ 

上端ニ傘ヲ結合シ下端

ハ鐵ノ尖先ヲ挿ミ 地

ニ立ツルノ便トス 

傘は軽く、節のついた柄があ

り、片方の端に地面に突き刺

す槍を持ったものであるべ

きである。 

83)  A common curtain ring 

placed over the mounted 

top，having three long 

strings attached to it 

with small iron skewers 

to stick in the ground will 

secure it against wind in 

any direction． 

且ツ 小鐶
しょうかん

ヲ傘ノ上端

ニ挿ミ 之レヨリ三條

ノ 緒
いとぐち

ヲ出シ 三方

ニ引キ張ルヘシ 

緒ノ一端ニハ釘ヲ結合

シ風吹ノ方向ヲ考ヘ地

ニ挿ミ以テ傘ノ顛倒セ

サランコトノ防備トス 

一般的なカーテンリングを

頂点に付け、小さい鉄の串の

ある三つの長い紐を持つ。 

これはあらゆる方向からの

風から傘を守る。 

 

84)  I do not mention this as 

being absolutely 

necessary，but it will add 

considerably to the 

comfort of the painter． 

(翻訳省略) 

 

傘ノコトハ必須 缺ク

ヘカラサル者トハナス

ヘカラス 

然レトモ 畫者ノ爲メ

ニ頗ル満足ナル用具タ

リ 

私は、これが絶対必要とは言

わないが、画家にとってかな

り快適である。 

85)  A jointed Mahl stick 

should also be provided； 

(翻訳省略) (翻訳省略) 

 

節のついた腕鎮も用意でき

る。 

86)  it will go into the 

pocket ，or along with 

the brushes． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

それはポケットに入れたり、

筆と一緒に持ち運んだりす

る。 

87)  Having described the 

materials necessary as 

far as the limits of the 

work permit， 

以上述フル処ノ画具ハ

簡便ニシテ必要ナルモ

ノナリ 

 

以上ハ畫具ノ大概ヲ示

ス者ナリ 

要スルニ眞寫ノ用ニ充

ツル者ノミヲ掲ケタリ 

前述した事は、絵を描くのに

必要な最小限の用具である。 

 

                                                   
96 続キ(坂) 
97 鉄制(坂) 
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88)  I will only observe that 

any further information 

which may be required 

will be easily obtained 

from any Artists’ 

Colourman． 

(翻訳省略) 

其用法ノ巨細ナルハ其

品ヲ得ハ 98自ラ知ルヘ

シ(画材メーカーから

容易に得ることが出来

るであろうとだけ述べ

ておく) 

若シ猶詳細ヲ知ラント

欲セハ 畫具舗ニ就テ

辨セラルヘキナリ 

私は、さらに必要な情報

は画材メーカーから容

易に得ることが出来る

であろうとだけ述べて

おく。 

p.9 

89)  In preparing the 

palette，place those 

colours only on it which 

may be considered 

necessary for the 

subject or part of the 

subject，intended to be 

painted. 

色料板上ニ 99顔料ヲ出タ

スニハ 其ノ図中必要ナ

ル者ノミヲ出タスヘシ 

 

色ヲ色料板面ニ具備ス

ルニハ 圖ノ主趣ニ應

スヘキ者ノミヲ置クヘ

シ 

パレットに絵具を出す場

合は、モチーフや、その部

分を描くのに必要と考え

られる絵具だけを用いる。 

90)  Commence with the 

white，next to which 

place the light yellows，

and so on，terminating 

with the darkest；the 

white being near the 

thumb. 

顔料ノ位置ハ白ヲ初メト

シ 淡黄色ヨリ漸次ニ暗

黒ナル色ニ至ル 

板面ノ外方ノ縁ニ近ク陳

列スルヲ法トス 

且ツ白ハ色料板ノ親指ヲ

入ルヽ穴ノ傍ニアルヘシ 

初メ白ヲ置キ 次ニ黄

ノ淡キ者ヨリ漸ク濃色

ノ色ヲ配列シ 最後ニ

暗黒ノ色ヲ置クヘシ 

白ハ栂指ノ傍ニ置ク 

 

白色から始め、明るい黄色

と続く。 

最も暗い色で終わる。 

白は親指の近くに出す。 

91)  They should be placed 

on that edge which is 

farthest from the 

person when the 

palette is on the 

thumb，but should not 

touch the extreme 

edge； 

(翻訳省略) 

 

(追加説明) 

總 E

すべ

Aテ色ハ色料板上ニ

テ畫者ヨリ先方ノ縁ニ

沿ヒ配列スヘシ 

然レトモ 其縁ニ全ク

接近シ置クハ不可ナリ 

稍ヤ内部ニ配置ス 

それらは、親指の上にパレ

ットがあるとき、本人から

最も遠い縁に置かれるべ

きであるが、極端な縁に置

かれるべきではない。 

少し内側に置く。 

                                                   
98 得バ(岡)であるが得ハ(坂)とした。 
99色料板

パ レ ッ ト

ノ上ニ(坂) 
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92)  the palette，brushes，

and rest stick being 

held in one hand. 

(追加説明) 

色料板ト毛筆及ヒ腕鎮ハ

左手ニテ一束ニ握ルヘシ 

色料板ト筆ト、レスト、

スチッキ(腕鎮)トハ左

手ニ一束ニ握ル 

パレット、筆、および腕鎮

は、片手に保持される。 

93)  As the colours dry 

rapidly in the open air，

it is sometimes 

necessary to clean the 

palette；this can be 

done by scraping it first 

with the knife，and 

then rubbing it with a 

rag and turpentine. 

(翻訳省略) 

板面ハ色料堅固セサルヲ

要スルヲ以テ (ナイフで

絵具を掻き取り、)時々古

ル切レト｢ターペンタイ

ン｣100ヲ以テ拭フヲ宜シト

ス 

露天ニテ作畫スレハ 

顔料ノ乾クコト 速カ

ナレハ 時々板面ヲ拭

ヒ 清浄ナラシムヘシ 

之ヲ拭フニハ 小刀ヲ

以テ顔料ヲ除去シ 次

テテレメン油ト布片ヲ

以テ擦過スヘシ 

屋外で絵の具が早く乾い

た場合、時々パレットを掃

除する必要がある。 

それは、まずナイフで絵具

を掻き取り、ボロ布とター

ペンタインで拭き取る。 

94)  The colours when no 

longer required should 

be taken off the palette 

with the knife，and 

placed on a soup plate，

or deep dish，and then 

covered with water；

when required again，

the water is to be 

poured off and they 

may be replaced on the 

palette. 

(翻訳間違い) 

画作終リテ顔料ニ餘リア

レハ 箆ヲ以テ板面ヨリ

他ノ滑平ナル硝子板ノ小

片ニ移シ 之ヲ深キ皿ニ

入レ 上ヨリ水ヲ盛リ顔

料ヲ水中ニ沈メ置キ 再

ヒ仕用スルトキ 101 水ヲ

掃ヒ又板靣 102ヘ取ルへ 103

シ 

色ノ仕用既ニ終リ 筆

ニ留ムルトキハ 小刀

ヲ以テ板面ノ色ヲ取リ

除キ 之ヲ器皿ノ中ニ

入レ 

次テ水ヲ盛リ置クヘシ 

再ヒ仕用ニ充ツルトキ

ハ 水ヲ去リ又板面ニ

移スヘシ 

絵具がもはや必要でなく

なれば、ナイフで掻き取

り、スープ皿や深い皿に置

いて、水につける。 

もう一度必要になれば、水

を捨てて、パレットに戻

す。 

目次 The Course of Study recommended 

95)  I will now offer a few 

remarks as to the course 

of study． 

(翻訳省略) 

 

予ハ以下ニ學習ノ序次ニ

係リ 僅々
きんきん

ノ指示ヲナ

スヘシ 

これから学び方につい

て少し述べよう。 

                                                   
100トルペンタイン(坂) 
101 ｢水ヲ盛リ顔料ヲ水中ニ沈メ置キ 再ヒ仕用スルトキ｣二度重複記述(坂)。筆写であることが

わかる写し間違いである。 
102 板面(坂) 
103 可シ(坂) 
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96)  I will once more observe 

that I address these 

remarks to those persons 

who are commencing the 

practice of painting，and 

who have not the 

facilities，or advantages，

which are possessed by 

those who can obtain 

instruction by means of 

Practical Lessons． 

(翻訳省略) 

 

而テ其目的トナス處ハ素

ヨリ初學者ノ爲メノミ 

且ツ一ツニハ此學ヲ修メ

ント欲スルモ 實際教課

ヲ 受クルノ路ナキ者ノ

爲メニ便益ヲ供セント欲

スルニアリ 

私はこれらの意見が、描画

を実際に始めつつある人

で、技術や便宣が無い人々

が、実践的な練習によって

教授を得ることが出来る

と言う事を、もう一度認め

よう。 

97)  In the first instance，I 

consider copying studies 

and pictures，provided 

they be good，very 

desirable； 

(翻訳省略) 

油繪ニテ真景ヲ寫サン

トセハ 其初メ先ツ善

良ナル模本(習作や絵画)

ヲ模冩 104スルヲ最モ宣

シトス 

(翻訳省略) 

初學者 初メノ間ハ 良

巧ノ粉本(習作や絵画)ヲ

取リ 之ヲ摸寫スルヲ宜

シトス 

まず第一に、私は、優れ

た魅力のある習作や絵

画を模写することを考

える。 

98)  they are not subject to 

those changes，which are 

constantly taking place 

in natural objects； 

(追加説明) 

天然物ハ画作中大ニ 105

変化ヲ起スヲ以テ 初

歩ニハ頗フル困難ナレ

トモ 模本ニ於テハ斯

ル憂ナシ 

(翻訳変更) 
眞物ハ變化アリテ 

初學ノ手ニハ容易ニ

模スヘカラズ 
 

(天然物ハ画作中大ニ

変化ヲ起スヲ以テ初

歩ニハ頗フル困難ナ

レトモ)自然の中では

常に起こる変化の影

響を受けない。 

99)  and as every painter has 

some peculiar execution 

or method of producing 

results，there is much 

knowledge of the 

materials，and their 

capacities to be acquired 

by this practice. 

(翻訳省略) 

且模本ニ従ヒ 其画家

ノ(特有の制作や)方法ヲ

窺ヒ及ヒ其専用スル画

具ノ種類(や才能)ヲモ知

ルコトヲ得テ稗益 106甚

タ大ナルヘシ 

(翻訳省略) 

且ツ粉本ニハ作家カ作

爲セル各種ノ手法ヲ存

シ運筆ノ法 着色ノ手

段(や才能) 等皆ナ一々

窺フコトヲ得ヘシ 

また、それぞれの画家は

特有の制作や制作法を

持ち、画材に関する多く

の知識や才能があるの

で、この練習によって得

ることが出来る。 

 

                                                   
104 模写(坂) 
105 大ヒニ(坂) 
106 意味不明 
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p.10 

100)  The Dutch and English 

Schools are the best to be 

consulted in preparing 

the way for painting from 

nature． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

オランダ派やイギリス派は

自然から描く方法の下調べ

の参考にするのに最適であ

る。 

101)  To describe the various 

methods by which 

pictures are produced 

would be very difficult，

and also tedious；and the 

observations I am about 

making with regard to 

painting from nature，if 

attended to，will render it 

unnecessary． 

油繪 107ヲナスニハ

種々ノ法アレトモ 之

ヲ精細ニ詳明スルコト

ハ甚タ難ク 且ツ煩ハ

シキ者ニテ 若シ学者

真景ヲ模寫 108シ 能

ク注意スル処アレハ 

右等ノ明解ヲ要スルニ

及バサルヘシ 

凡ソ畫圖ヲ作ルノ諸方

法ヲ説明スルハ 極メ

テ困難ノ業ニシテ 且

ツ甚ダ繁雜ナル者ナリ 

而テ予カ 將ニ説示セ

ント欲スル者ハ 専ラ

眞景ヨリ 模寫スルノ

法ナルカ故ニ其精細ナ

ル事ハ切要トナスヘカ

ラス 

これらの絵画が描かれる

様々な方法について記すの

は大変難しく、退屈でもある

ので、自然からの描写につい

ての私の観察は、もし、注意

を払えば述べる必要は無い

であろう。 

102)  Pictures should be 

studied chiefly with a 

view of acquiring a 

knowledge of the 

principle of Art，and their 

application；execution in 

painting will be more 

easily obtained，by 

copying nature，with the 

same correctness and 

attention requisite to 

produce a perfect 

imitation of a picture． 

(翻訳省略) 

他ノ画者ノ手ニ成レル

図ヲ模寫 109スルノ目

的ハ 画術ノ理(と適

用)ヲ知ランコトヲ要

スルニアリテ 其着色

ノ方法ヲ得ルハ 天然

物ヲ模寫 110スルヲ以

テ容易ナリトス 

(それは、絵画を完全に

模倣するための正確さ

と注意が必要である。) 

(翻訳省略) 

既成ノ畫ハ美術タルノ

原理(と適用)ヲ攻究ス

ルノ意ヲ以テ熟觀

翫味
が ん み

スヘキナリ 

而テ彩繪ヲナスノ工技

ニ到リテハ 天物ヲ模

寫スルノ間ニ容易ニ得

ラルヘキナリ 

其心ヲ用ユルノ有樣ハ 

猶完成ノ畫ヲ模寫スル

ト同一ノ注意ト正實ト

ヲ以テセハ可ナリ 

これらの絵画は技術の原則

についての知識を得ること

を主な目的に学ぶべきであ

る。 

そしてその適用である。 

描写における実践は自然を

写すことでよりたやすく得

られるであろう。 

 

それは、絵画を完全に模倣す

るための正確さと注意が必

要である。 

                                                   
107 油画(坂) 
108 模写(坂) 
109 模写(坂) 
110 模写(坂) 
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103)  At the same time it is 

always advisable to look 

at pictures in order to 

compare the different 

methods of producing  

them． 

且ツ諸般ノ図ヲ見ルト

キハ 其諸般方法ノ各

異ナル処ヲ比較スルヲ

宣シトス 

 

而テ畫ヲ學フ者ハ常

ニ 許多
あ ま た

ノ畫ヲ熟觀シ 

其作法ノ 殊異
こ と

ナル處

ヲ比較スルコト繁要ナ

リ 

加えて、異なる描写法を比較

するために、常に絵画を観察

することが望ましい。 

104)  The National Gallery，the 

Vernon Gallery，the 

Dulwich Gallery，and the 

private collections in this 

country，together with 

the Annual Exhibitions 

will afford ample 

opportunities． 

(翻訳省略) 

斯ルコトハ諸所ニ開設

スル展覧會等ニ至リ 

或ハ古今名家ノ画ヲ見

テ以テ深思熟考スヘシ 

 

(翻訳省略) 

博物館ノ如キ展覧會ノ

如キ 其他集畫場ノ如

キ 皆ナ學者ノ研究ノ

爲メニ 便宜ヲ備フル

モノナリ 

National Gallery、 Vernon 

Gallery、Dulwich Gallery

やこの国の個人コレクショ

ン、また年一回の展覧会など

が、十分な機会を与える。 

105)  I would direct the 

Landscape Student 

particularly to the works 

of Ruysdael，Hobbima，

Cuyp，Wynants，Both，

Constable，Creswick，

Nasmyth，Collins，

Callcott，Crome，and the 

early pictures of Turner． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

私は、風景を学ぶ者に特に次

の作品に注意を向けさせよ

うと思う。 

Ruysdael、Hobbima、Cuyp、

Wynants、Both、Constable、

Creswick、Nasmyth、

Collins、Callcott、Crome、

及び Turner の初期作品。 

106)  -In Marine Subjects． (翻訳省略) 

(海景画) 

(翻訳省略) 海景画 

107)  ‐Claude，Vanderveldes， 

Bergham,Ruysdael，

Vangoen，Turner，

Stanfield，Collins，

Callcott，Cooke，

Chambers， 

the Wilsons，&c． 

(翻訳省略) (翻訳省略) 

 

Claude、Vanderveldes、 

Bergham、Ruysdael、

Vangoem、Turner、tanfield、

Collins、Callcott、Cooke、

hambers、 

the Wilsons 等である。 

108)  In Buildings and 

Interiors，Canaletto，

Roberts，Holland，

Wouvermans，&c． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

 

建築や室内画では、

Canaletto、Roberts、

Holland、Wouvermans 等で

ある。 
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p.11 

109)  WereⅠto enlarge this list 

by naming all those who 

have highly 

distinguished themselves 

in the English school of 

Landscape painting，I am 

proud to say it would be a 

very long list； 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

もし私が、このリストをイギ

リス派の風景画家からはっ

きり区別しなかったら、広が

ってしまう。 

私はそれがとても長いリス

トになるであろうことを誇

りに思う。 

110)  and in my humble 

opinion，eclipse that of 

any other period；I will 

therefore conclude by 

advising the student to 

visit frequently all the 

exhibitions of Modern 

Art，and to study‐the 

works in them with the 

greatest attention． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

(佐)同時に私の卑見によると、私

が取り上げない時代の画家

一覧表の影を薄めることに

なりはしないかと思う 111。

学生は近代美術のあらゆる

展覧会をしばしば訪れ、作品

から熱心な注意を以って学

ぶことを提案することで話

を終えよう。 

 

                                                   
111 (筆)「そして、この外光を失ったその他のあらゆる時代について控えめな自説を述べる」。 

“eclipse”は「外光を失う」ではなく、他動詞の「輝きを失わせる」である。 
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目次 Objects in the Foreground，Middle distance，Extreme distance 

111)  To acquire the power of 

painting a landscape from 

nature，it is absolutely to 

commence by studying its 

parts． 

油繪ニテ真景ヲ写ス

ルコト 112ヲ学フノ

初メハ 真景中ノ一

部分ヲ学フヲ最良ノ

順序トス 

 

凡ソ眞景ニ依テ 山水ヲ

畫クヘキ力ヲ得ント欲セ

バ 其眞景中ノ一部分ノ

物状ヲ畫クコトヲ學フニ

若
し

カズ 

自然の描写力を得るため

には、必ず、その部分を学

ぶことから始めるべきで

ある。 

(追加説明) 

是レ初學者必ズ勤ムヘキ

處ナリ 

これは、初心者は必ず行う

べきことである。 

112)  With a view to this，I shall 

endeavour to direct the 

proceedings of the student． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

この点から、私は学ぶ者の

行動について教え導くた

めに努めよう。 

113)  ‐Not having the 

advantage of illustrations 

to explain my 

observations，it is 

necessary I should，

depending，entirely on 

words，be as simple and 

concise as possible. 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

私の観察結果を説明する

ために挿絵が無いのは不

都合だが、全てを言葉によ

り、出来るだけ単純、簡潔

であることが必要である。 

114)  If it be considered that I 

have entered too minutely 

into details，I can only once 

more observe that I write 

for those persons who have 

never either painted，or 

seen pictures in progress，

and I wish to guard against 

any mistakes which might 

occur from the omission of 

trifles． 

(翻訳省略) 

 

是ヲ以テ予カ説明ノ方針

モ亦此一途ヲ専ラトス 

而テ其説明ハ時ニ或ハ鎖

末細事ニモ入ルコトアリ 

讀者其繁鎖ヲ咎ムルコト

勿レ 

且ツ乞フ若シ鎖末ノ事ヲ

省畧スルヨリ生スルノ過

誤アランコトヲ反省セン

コトヲ只此説明ハ未タ 曾
かつ

テ彩色ヲ試ミ 其次第ヲ

目撃セサル者ニ示サント

欲スルノミ 

私が部分にあまり微細に

入ったと考えられるなら、

一度も絵を描いたことが

ないか、進行中の絵を見た

ことが無い人々のために

書くともう一度だけ述べ

る。 

そして、取るに足らないこ

との省略から起こるどん

な誤解にも用心したい。 

                                                   
112 写スコト(坂) 
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一行あけ 

115)  The student being 

prepared with the power of 

drawing，a knowledge of 

the rules of perspective，

and the painting materials 

I have described，I advise 

him to select a fine quiet 

day for the first attempt． 

(追加説明 翻訳省略) 

学者鉛筆ニテ物形ヲ模

写スルノ技倆ヲ得又

預
あらかじ

メ 113 辡
わきま

ヘタル後

チ (遠近法の規則の知

識や、前述した画材)油画

ノ実景模写ヲ企テント

欲セハ 先ツ快晴ノ

日 114ヲ選ムヘシ 

學者 豫
あらかじ

メ墨畫ノ大概

ヲ學ヒ 照影法ノ規則

ヲ知リ 又前述ノ畫具

ヲ辨スルノ上ハ 起手

ノ初ニ當リ 先ツ晴天

ノ日ヲ撰ムヘシ 

学生が、素描の力や遠近

法の規則の知識や、前述

した画材を準備したな

ら、私は晴天の穏やかな

日を最初の制作に勧め

る。 

116)  Foreground objects，or 

rather objects situate in 

the foreground，of simple 

and well defined form and 

colour，and not liable to 

sudden change or motion，

should be first attempted； 

其模スへキ物ハ 前景

ノモノヲ初メトシ 其

形状色彩単純ニテ変動

ナキ物ヲ宜シトス 

 

初メテ筆ヲ下サント欲

スルモノハ 山水中 

前景ノ物状ニシテ殊ニ

其形状色采ノ單簡ニシ

テ若カモ急ノ變化動揺

ナキ者ヲ撰ムヘシ 

まず、前景のオブジェ、

もっと正確に言えば、前

景にあって形状と色彩

が単純にして明瞭、しか

も急に変化したり動い

たりしないオブジェか

ら描き始めなければな

らない 115 。 

 

                                                   
113 預メ(岡)、(坂)  
114 「快晴ノ時日」(岡)であるが、英語原文によれば“I advise him to select a fine quiet day for 

the first attempt．”であるので、「快晴ノ日」(坂)の方が正しい。 
115 (筆)「前景もしくは幾分前景にある、単純で捉えやすい形と色で、突然の変化しにくい物か

ら描くべきである」。“rather”は「幾分」ではなく、「もっと正確に言えば」という意味。 
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p.12 

117)  such as a large stone，or 

piece of rock，a portion of 

broken ground，a decayed 

tree with its branches 

devoid of foliage，palings，

a stile，a gate，an old 

shed，or a stone wall. 

即チ岩石ノ一塊 崖岸ノ

一部 枯樹ノ些カ枝ヲ存

スルモノ 石階 門戸 

草屋 石墻
いしがき

等ノ類ナリ 

 

(翻訳省略) 

大石、岩塊、土坡
ど は

、ノ

一部 枯木、欄杆
らんかん

、門

戸、石墻
いしがき

(門、納屋、

石の壁)ノ如キハ 

 

 

單簡ニシテ 動揺ナク 

日光陰陽ノ變化ハ之レ

アルモ全体ノ色采ハ一

定ナレハ 初學ノ練習

ニハ第一ノ好臨本ナリ 

例えば、大きな石、岩のか

けら、地面の荒れた部分、

葉の無い枯れた木、柵、踏

越し段(家畜が出ないため

の段)、門、納屋、石の壁

等である。 

118)  ‐I will take the first as 

the most simple，‐not 

being liable to motion，‐

the colour is fixed，but 

light and shadow will 

change； 

今爰
ここ

ニハ 116  形ノ単一

ニシテ 変動ナキ岩石ヲ

寫 117スコトヲ示サントス 

而 E

しか

Aシテ 其色彩ハ動カサ

レトモ日光ノ隂陽ハ変ス

ヘシ 

(佐)私はその中でも一番目

に挙げた大きな石を、動い

たりしないことから最も

単純なものと捉えてい

る。117F

118 

119)  for this reason it should 

be first attended to，

presuming in this，as I 

shall in every other case，

a careful outline to be 

previously drawn，lay in 

the shadows with a thin 

transparent tint，formed 

of raw umber 

(if you paint with copal，

dilute it for this purpose 

with turpentine.) 

(翻訳省略) 

故ニ形状ノ輪郭能ク整頓

セハ 次テ隂陽 119ノ輪圍
り ん い

ヲ画キ 此部先ツ初メニ

脂色
ローアンバー

ノ如キ透明色ヲ着

スヘシ 

(もしコーパルを用いると

きは、ターペンタインで希

釈する) 

 

(翻訳省略) 

其眞景ヲナスノ初メハ 

先ツ物状ノ輪郭ヲ畫キ 

次テローアムバーノ薄

キ透明色ヲ以テ陰影ヲ

設クヘシ 

(もしコーパルを用い

るときは、ターペンタ

インで希釈する) 

 

この理由から、これは一番

に注意を払うべきであり、

このことを仮定して、私は

全ての他の場合の様に、注

意深く輪郭線を前もって

引く。そして、影を薄い透

明色のロー・アンバーで塗

る。 

(もしコーパルを用いると

きは、ターペンタインで希

釈する) 

                                                   
116 今爰

ここ

ニ(坂) 
117 写(坂) 
118(筆)「私は、最も単純な部分を選ぼう。それは動きやすいものではなく、色彩も変わらない

が、明暗は変わる」。“the first”は「大きな岩」である。 
119 隂影(坂) 
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120)  As the various surfaces 

presumed to the eye will 

differ in degrees of 

darkness，so should the 

depth of the study differ；

this will be accomplished 

by varying the quantities 

of colour and turpentine 

used； 

且ツ暗黒中ニ顔料透明

シ濃淡アレハ 油ト顔

料ノ適宜ナル混合ヲ以

テ 能ク之レヲ模ス 

 

物形ノ外面ハ種々ニシテ

其濃淡一ナラサルカ故 

其畫モ亦濃淡種々ニ變化

セサルヘカラス 

其色ノ淺深ハ顔料トテレ

メン油ノ分量ヲ適宜ニ混

合セハ 其程度ヲ得ン 

 

目には、様々な表面によ

って暗さの度合いが異

なると考えられる。 

それで、習作における色

の濃さは異なるべきで

ある。 

これは絵具と使用され

るターペンタインの量

を変えることによって、

なされるであろう。 

121)  the ground，(that is，the 

canvass or milled 

board，)showing through 

more or less will convey 

the various degrees of 

depth required； 

(翻訳省略) 

又 画地(キャンバスか

ミル・ボードか)ノ現ハ

ルヽヨリ 濃淡ノ度宜

シキヲ得ルノ便アリ 

且ツ畫幀ノ地ハ(畫幀 畫

布 厚紙ノ類)色ノ淺深ヲ

助クルノ用ヲナス 

地塗り(キャンバスかミ

ル・ボードか)によっても

多かれ少なかれ、様々な

色の濃さになる。 

122)  but in this stage of the 

work the full depth of the 

object should not be 

attempted‐the whole 

should be lighter. 

但シ 斯
かく

ノ如キ初起ノ

着色ニハ 甚タシク暗

黒ナル色ヲ設ケス 凡
すべ

テ淡薄ナルヲ要ス 

然レトモ 此初起ニハ濃

淡ノ度稍ヤ弱キヲ可トス 

是レ漸次ニ色ヲ強フスル

カ爲メナリ 

しかし、この段階では、

強い色の濃さを出そう

とすべきではない。 

全体は、薄めにすべきで

ある。 

123)  Those part of the rock or 

stone which receive the 

sun light should now be 

laid in，imitating the 

general colour． 

岩石ノ隂影部ニ着色セ

リ次ニ其日光に照サ

ルヽ部ノ着色ヲナシ 

大体ノ色ヲ施ス 120ヘシ 

(追加説明) 

今岩石ノ眞寫ヲナス者ト

假定セハ 右ノ如ク先ツ

大畧ノ形ヲ作リ 次テ日

光ヲ被ムルノ所ノ色采ヲ

布着スヘシ 

専ラ其眞物ノ色ヲ模擬ス

ルヲ要ス 

これらの岩や石の部分

が太陽に光を受けてい

れば、おおよその色を模

倣して、塗るべきであ

る。 

                                                   
120 写ス(坂) 
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124)  Light in oil painting is 

produced by using white 

with the other colours. 

油繪 121ニテ光照セル所

ハ 白色
ホワイト

料ヲ他色ニ混

シ用井テ其趣 122ヲ現ハ

ス 

油繪ニ於テ光部ノ色ヲ顯ス

ニハ白ヲ他色ニ混用スベシ 

 

油彩において、明るさ

は白に他の色を混ぜて

用いることで作られ

る。 

125)  If the stone be grey，black 

and white will give the 

cold parts，a little umber，

red，or brown will warm 

them and vary their 

tints． 

例ヘハ 石ノ色灰色ナ

レハ 白ト黒ノ混合ヲ

以テ其色ヲ作リ 之レ

ニ少許ノ 脂
アムバ

色
ー

、赤色
レ ッ ト

、

鳶
ブラウン

123色等ノ類ヲ混合

シ 此ノ寒色ヲシテ暖

純色ナラシメ 其色ノ

変異ヲ生セシム 

今岩石ノ色灰色ナレバ 

黒ト白ヲ以テ其光部ノ

寒色ヲ摸シ 又ハ之レ

ニ小許ノアンバー及ヒ

赤色 褐色 ノ類ヲ混

スレハ 熱色ヲ生シ又

變化ヲモ生スベシ 

もし、石が灰色であ

れば黒と白で寒色

を作り、それに少量

のアンバー、赤、又

は茶色を混ぜるこ

とで暖色化して、

様々な色合いを作

る。 

126)  On rough surfaces，the 

light should be painted 

thickly，producing a 

raised granulated 

surface． 

粗荒ナル者ノ表面ノ光

処 124ハ 色料ヲ厚ク粘

付シ 粗々突起セシ

メ 爰
ここ

ニ於テ再ヒ隂影

ノ色ヲ深濃ナラシムル

ヲ要ス 

即チ 紫檀色
バーントシーンナ

125、

薄脂色
ビチユーム

、強
カバ

鳶色
ブラウン

126等ノ

暗黒ニシテ潤艶ナル色

ヲ用ユヘシ 

表面 粗糙
そ そ う

ナル光部ニハ顔料

ヲ厚ク布着シ 凹凸錯綜セ

ル面ヲ作ルヘシ 

表面が粗いところは絵

具を厚く塗り、ざらつ

いた表面を作る。 

 

127)  The shadows may now be 

strengthened or made 

deeper by the use of 

darker and richer 

browns，as burnt sienna，

bitumen，or cappah 

brown． 

(翻訳省略) 

陰影ハ其色ヲ深クセンカ爲

メ ニバルント、シーナ、ビ

チユーメン(カッパー・ブラ

ウン)ノ類ヲ以テ一層深濃ニ

シテ驕艶ナル色トナス 

そして今から、影を強

め、深める。 

それは、より暗く、深

みのある茶色である、

バーント・シエンナ、

ビチューム、カッパ

ー・ブラウン等を用い

る。 

 

                                                   
121 油画(坂) 
122 赴(岡)、趣キ(坂) 
123 鳶

ブラヲン

(坂) 
124 ｢変｣(岡)か、正しくは｢処｣(坂)と思われる 
125 紫檀色

バルントシンナ

(坂) 
126 強

カバ

鳶 色
ブラヲウン

(坂) 
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p.13 

128)  
 

In this stage any variety 

of colour in the shadows 

should be imitated；Greys 

will require a little 

white；reds，red or burnt 

sienna；greens，yellow 

with either blue or black； 

又隂影中ニ於ケル色ノ□様

ヲ能ク類似セシメ 其内

灰色 127アレハ小許ノ白

色 128ヲ用ヒ 又赤色ノ部

ニハ紫檀色 129及ヒ他ノ赤

色ノ顔料ヲ用ヒ 緑色
グリーン

ニハ

黄
エルロー

ニ 藍
ブリユー

或ハ 黒
ブラッキ

ヲ

混用ス 

陰影部ノ彩色ハ今此一段ニ

於テ眞物ニ模擬スヘシ 

其中 灰色アラハ白ヲ混用

ス 

赤色ヲ帶フル部ハ ライト

レット、ボルント、シーナヲ

用ヒ 綠色ニハ 黄ト藍カ

又ハ黒トヲ混用ス 

この段階で、影部の

様々な色を模倣する。

灰色は少量の白で、赤

色は赤色かバーント・

シエンナで、緑色は黄

に青か黒で作る。 

129)  these will give the 

variety required in 

opaque colours；but the 

shadows should also 

have variety，by leaving 

in parts the ground or 

canvass and colouring it 

with the transparent 

colours，thus producing a 

variety of opaque and 

transparent painting． 

(翻訳省略) 

斯ル色ハ不透明色ナレト

モ 時トシテハ(影も多様

であり、地塗りや)透明色

ヲ以テ画布ヲ透徹セシメ 

清軽濁重以テ 色彩ノ透

明暗味ヲナス 

 

是等ハ不透明色ニ□變化ヲ生

スルノ用ヲナス者ナリ 

而テ陰影ハ亦其部内ニ畫幀

ノ地質ヲ借リ 以テ淺深ノ

變化ヲ生スルノ必用アリ 

此ノ如キハ透明色ヲ以テス

ヘキナリ 

要スルニ陰影ハ不透明色ト

透明色トニ因テ 諸種ノ變

化ヲ生スヘキ者トス 

これらは、不透明色に

必要な変化をもたら

す。 

しかし、影も多様であ

り、地塗りやキャンバ

スを透明色によって透

かし、多様な不透明と

透明の描写をなす。 

130)  The colours in the light 

parts should be varied in 

the same way，bearing in 

mind，that colours when 

lighted by the sun are 

brighter and more 

vivid；shade having the 

effect of reducing the 

intensity of colour，and 

light of increasing it． 

光処モ亦タ 130右ノ如ク色

ノ変□ヲ種々ニ現ハスヲ要

ス 

日光ヲ受クル色ハ 燦然
さんぜん

輝

照シ 隂影ハ色ノ強烈ナ

ルヲ減却スルノ効アリ 

光ハ隂影ノ色ヲシテ興発

セシムルノ力アルヲ心ニ

弁
わきま

ヘ置クヘシ 

 

光部ノ色モ前ト同シク變化

種々ナリト雖トモ 一事ノ

注意ス可キ者アリ 

凡ソ色ハ日光ヲ被ムレハ 

一段ノ光彩ヲ放チ 燦然目

ヲ奪カ如シ 

故ニ陰影ハ色澤ヲ減却スル

ノ力アリテ 日光ハ色勢ヲ

増加スル者ナリ 

是レ 豫
あらかじ

メ察知スヘキナリ 

光部の色も同様の方法

で、必要な変化をもた

らす。 

こころにとめておいて

ほしいのだが、太陽に

照らされた色はより鮮

やかに生き生きとして

いる。 

影は色の強さを弱める

効果があり、光は強め

る効果がある 

                                                   
127 灰色

グ レ ー

(坂) 
128 白

ホワイト

(坂) 
129紫檀

バルント

色
シンナ

(坂) 
130 亦(坂) 
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131)  If the rock be split in 

angular sharp forms，in 

such parts the drawing 

should be sharp and 

cutting，and the surfaces 

kept flat． 

岩ノ嚴然トシテ形角菱ア

レハ□131整断切セシメ 其

表面ハ平坦ナルヘシ 

 

岩石ノ菱角 鋭キ部分ハ 

其輪郭モ從テ 突
とつ

兀
こつ

132森嚴

ナラサルヘカラス 
而テ 其一部ノ表面ハ扁平

ナルヘキナリ 

もし岩が、鋭く割れて

いれば、素描は鋭く切

断され、表面は平滑に

すべきである。 

132)  Where the edges are 

broken and irregular，the 

outline should be also 

broken in the like 

manner. 

或ハ断々破砕セル処アレ

ハ従テ 輪郭其 133如ク画

クヘシ 

 

(翻訳省略) 端が崩れて不規則な所

は輪郭線も同様なやり

方で崩す。 

133)  If this study be painted 

in the sun，on a fine day，

it will soon dry，and when 

dry a still greater variety 

of colour and texture may 

be obtained by dragging 

colour in a semidry state 

over portions of the 

work，or by staining them 

with transparent colour 

thinly applied，by 

diluting it with plenty of 

the vehicle，or the whole 

may be，if quite hard，

glazed． 

右ノ如キ寫生 134ヲナスニ 

晴天ナレハ 顔料速カニ

乾燥スヘシ 

稍 E

や

Aヤ乾キタル上ニハ 再

ヒ 134F

135着色ヲナシ 色彩ノ

変化ヲ種々ナラシムルヲ

得 或ヒハ全ク乾燥シテ

色料堅固ナレハ透明色ヲ

多量油ニテ溶解シ 物形

ノ一部又ハ全部ニ塗抹シ

テ 潤美ナル色ヲ生ス 

之レヲ潤色法即チ｢グレー

ジング｣ト云フ 136 

以上ノ方法ヲ以テ 畫ク時

ハ天氣晴朗ナレハ 速カニ

乾燥スヘシ 

既ニ乾キタル上ニハ 再ヒ

他ノ彩色ヲ施シ一層ノ變化

ヲ生スヘシ 

其凹凸 粗荒ナル樣ヲ得ル

ハ 一部ニ於テハ 固ク濃

厚ナル顔料ヲ以テ 輕ク筆

鋒ヲ擦過シ牽拽シ 又或ル

部ニ於テハ 油ヲ以テ希薄

ニ 解溶セル透明色ヲ点布

シ 又ハ全部乾燥セルノ後

チ グレズヲナスヘキナリ

(グレズトハ下條ノ如シ) 

グレーズ假リニ重潤ト譯

ス 

この習作が天気の良い

太陽の下で描かれれ

ば、すぐに乾燥するで

あろう。 

そして、絵具が生乾き

の段階に作品の部分を

こすると、より多様な

色とテクスチャーを得

ることが出来るであろ

う。 

又は、完全に乾いてか

ら大量の媒剤で溶いた

透明色で染め付けるこ

とによってもなされ

る。すなわちグレーズ

を行う。 

                                                   
131 厳か 
132 突き出ていること 
133 其ノ(坂) 
134 写生(坂) 
135 再ビ(坂) 
136 之レヲ潤色法

グレージング

ト云フ(坂) 
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134)  In the process of GLAZING，

the transparent colours only 

are to be used，with a plenty 

addition of the vehicle，

(Megilp，or copal，)in order to 

render them liquid． 

(翻訳省略) 

潤色スルニハ多量ノ

油 137(メギルプ又はコー

パル)ヲ以テ 透明色料

(のみ)ヲ溶解シテ用ユル

ナリ 

重潤ノ法ハ着色ノ一法ニシ

テ 透明色ニメギルプ及ヒ 

コーパルノ如キ多量ノ油ヲ

混シ 殆ント流動質ノ如ク

ナシ 以テ 某ノ部ヲ渣染

スル者ナリ 

グレーズするには、透

明色のみを用いて、液

体にするため大量の媒

剤(メギルプ又はコー

パル)によって溶く。 

p.14 

135)  Indeed，glazing may be compared 

to painting in water colours． 

(翻訳省略) 

潤色法ハ水彩画ト其趣138等シ

ク光澤アル 

 

 

 

(不透明な絵具によるどんな効

果をも凌ぐ豊かさ)色ヲ得ルノ

法ニシテ 

 

 

譬 E

たと

Aヘハ 138F

139今光澤アル小一部ヲ

得ント欲セハ 

(この事実はわずかな作業によ

って確かめることが出来る)A

E 黄 E

ネプルス

A又 139F

140白ノ類(ネープル

ス・イエローと白色又は、白色、

又はネープルス・イエロー単独)

ヲ以テ先ツ設色シテ其堅固ニ乾

キタル後｢バルンシヤナ｣140F

141ヲ

油ニ溶解シ薄ク其上面ヲ塗染セ

ハ 豊艶ナル色ヲ生スヘシ 

(追加説明) 

其意陶工ノ釉藥ノ如ク透明ノ

色ヲ上部ニ塗抹シ 下層ハ上

層ニ透徹ノ美観ヲ生スルノ手

段ナリ此法ハ水彩畫トモ比較

スヘキ者ニ□ 

不透明色ノ着色ニテハ得ルコ

ト能ハサル美麗ノ色澤ヲ生ス

ル方法ナリ 

 

それは、陶芸の釉薬のように

透明な色を塗ることで、下層

が上層に透ける美しさを表現

する方法である。 

確かにグレーズは水彩にたと

えられる。 

136)  Brilliant tints，and tones of colour 

are obtained by this means for 

surpassing in richness any effect of 

which opaque painting is capable． 

不透明な絵具によるどんな効

果をも凌ぐ深みを得るこの方

法によって、輝かしい色調や

色の調子を可能にする。 

137)  The truth of this observation may 

be ascertained by selecting a small 

but light portion of the work，say 

any bit painted solid with Naples 

yellow and white，or with white，

or Naples yellow，only；touch over 

this part when quite dry with 

burnt sienna，well diluted with the 

vehicle，and it will be seen to 

produce a rich colour； 

(翻訳省略) 

今此法ノ実益ヲ驗
けん

 

セント欲セハ 一部ノ光明ナ

ル者ヲ取リ 此部ハナプル

ス、エロート白ノ混合カ或ハ

白又ハ黄ノ各色ヲ適宜ニ固ク

点着シ 之ヲ乾燥セシメ 次

テボルンシーナヲ油ニテ溶解

シ 右ノ上面ニ塗抹スヘシ 
(そうすると、豊かな色彩が出

来るであろう。) 

この事実はわずかな作業によ

って確かめることが出来 

る。例えば、ネープルス・イ

エローと白色又は、白色、又

はネープルス・イエロー単独

で少量厚塗りする。 

これが完全に乾いたら、媒剤

でよく薄めたバーント・シエ

ンナで上から塗る。 

そうすると、豊かな色彩が出

来るであろう。 

                                                   
137 「潤美ナル色ヲ生スノ油」(坂)であるが、英語原文によれば“with a plenty addition of the 

vehicle，…”であるので、「多量ノ油」(岡)が正しい。 
138 赴(岡) 
139 譬

たと

ヘバ(坂)  
140 黄

ナプルス

カ(坂) 
141 バルンシヤナ (坂) 
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138)  now try to imitate this colour by 

solid painting with white and 

burnt sienna， 

and you will immediately be 

convinced of the value of glazing． 

今斯ル色一着色ニテ得ント欲セ

ハ 白ニ｢バルンシヤナ｣142ヲ

混シ以テ着色シ 右ノ如キ潤美

ナル色ヲ得ル 

之ヲ試シナハ 潤色法ノ便ナル

ヲ明カニ悟ルヘシ 

 

(翻訳間違い) 

今此着色法ヲ變シ 單ニナプ

ルスエロートバルントシンナ

ヲ混合シ 右ノ一部ニ点着シ 

以テ前ト同一ノ果ヲ見ント欲

セハ 如何ン其相異ナルヤ 

一目瞭然ニ□ 重潤ノ効知ル

ヘキナリ 

今、白色とバーント・シエン

ナの厚塗りでこの色を模倣し

ようとすれば、すぐにグレー

ズの価値がわかるであろう。 

139)  The experiment may be tried with 

all the other transparent colours，

such as lake，raw sienna，&c．(See 

transparent colours，page3．) 

(翻訳省略) 

 

此他レーキ ローシンナノ如

キ透明色ヲ以テ 試ミニ實見

スヘキナリ(第七葉 透明質

ノ諸色) 

これは、レーキやロー・シエ

ンナ等、他の全ての透明色で

試すことが出来るであろう。

(3ページの透明色を見よ) 

140)  In glazing，the shadows should be 

included；it produces depths and 

richness much beyond that which 

can be acquired by solid painting；

without producing blackness，it 

breaks up and varies the tones，

and is generally practised in 

finishing a picture． 

(翻訳省略) 

且ツ此着色法ハ専ラ隂影部ニ施

シ(不透明な塗りに比べてはる

かに)色ノ深濃ニシテ潤美ナル

ヲ得ルニ適シ(黒ずむことも無

く) 又色ヲ変化セシムルノ用

アリ(これは、描画の仕上げに良

く用いられる) 

 

且ツ重潤ハ 陰影部ニ施ス法

ニ□ 之ニ由テ 色澤ノ深濃

ニ□ 若カヒ(モか)鮮麗ナルヲ

得ベシ 

若シ暗体ノ色ヲ以テスレバ 

暗黒ナルヲ得ルモ 透明鮮麗

ナル色ハ得可ラズ 

重潤ハ又色調ヲ破リ變化ヲ生

シ 概シテ竣成完備ノトキニ

用ユル法ナリ 

グレーズは、影にも用いられ

る。それは、不透明な塗りに

比べて黒ずむことも無く、は

るかに深い豊かさをもたら

す。 

また、調子を大きく変え、多

様にする。 

これは、描画の仕上げに良く

用いられる。 

141)  In painting broken ground the 

same course should be followed，

great care being taken in the first 

instance to carefully define the 

forms by correct light and shadow； 

地ノ崩頽
ほうたい

セル趣ヲ寫ス143ニ

モ 前条ノ如キ方法ヲ用ユヘシ 

先ツ第一注意スヘキハ 日光ノ

隂陽ニ依テ高低凹凸ヲ正シク得

ンコトヲ勤ムヘシ 

土坡及ビ地面壊崩セルノ樣ヲ

寫スハ 又前法ヲ用ユ 初メ

注意ス可キ者ハ 日光ノ陰陽

ヲ正シ 高低凹凸ヲ確定スル

ニアリ 

崩れた地面を描くのも、同様

の手順で行うべきである。ま

ず、明暗を正しく注意深く決

めることに細心の注意を払お

う。 

142)  and when they are once fixed，

avoid altering‐them，as in 

painting the rock； 

(翻訳省略) 

且ツ形状一度整定セハ(岩の描

写同様)再ヒ之レヲ変スルコト

勿レ 

(翻訳省略) 

且形状一度整定セハ (岩の

描写同様)再ヒ之ヲ變スルコ

ト勿レ 

それが決まれば、岩の描写同

様、変更を避ける。 

143)  ‐so in this study，the lights should 

be well loaded with opaque colour、

the shadows being kept thin． 

光所ハ不透明色ヲ以テ濃厚ニ付

着シ隂影ハ薄弱ナルヲ要ス 

 

光所ハ不透明色ヲ以テ濃厚ニ

布着シ陰影ハ薄弱ヲ要ス 

この習作では、光部は不透明

な絵具で厚く塗り、影部は薄

く塗る。 

                                                   
142 バルンシヤナ(坂) 
143 写ス(坂) 
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144)  When the study is dry it may be 

glazed as above described． 

斯クノ如ク着色シ後チ乾燥セハ 

前条ノ如ク潤色法ヲ施スヘシ 

此初着ノ彩色乾燥セハ 前述

ノ如ク重潤スべシ 

習作が乾燥すれば、前述した

ようにグレーズを施す。 

145)  A good effect is obtained by 

rubbing the glazing well into 

the irregular surfaces，and 

with the thumb or finger，or 

a piece of sponge，partially 

rubbing it off the projecting 

portions，leaving the glazing 

in the interstices‐this will 

give an imitation of rough 

irregular surfaces，and 

produce what is commonly 

called TEXTURE，a term 

which if used in its fullest 

sense，should convey the idea 

of a true representation of 

the texture of every object， 

rough or smooth． 

(追加説明)(翻訳省略) 

濃厚ナル色料ヲ 粗糙
そ そ う

144ニ

付着シ乾燥セル後 透明

色ヲ以テ潤色シ能ク 145筆

ニテ摺リ付ケ置キ 指カ

又ハ海綿ノ小片ヲ以テ 146

色料ノ突起セル部ヲ拭ヒ

取リ 其ノ 147凹処ニ潤色

料ヲ残シ置ケハ 粗造 148

ナル地面ノ趣キヲ能ク現

ハスヲ得ヘシ 149 

(それは一般にテクスチャ

ーと呼ばれ、完全な意味と

しては、荒かったり滑らか

であったりするあらゆる

物の質感をそのままに表

すものである。) 

(追加説明)(翻訳省略) 

其良果ヲ得ルニハ 顔

料ノ粗荒ナル表面ニ 

透明色ヲ(グレーズ)塗抹

シ次テ指頭又ハ海綿ノ

小片ヲ取リ 突起セル

部ノ色ヲ拭ヒ取リ 其

凹所ニ濕潤セル者ヲ残

スヲ宜トス 

是レ粗面ヲ顯ス一法ナ

リ 

(それは一般にテクスチ

ャーと呼ばれ、完全な意

味としては、荒かったり

滑らかであったりする

あらゆる物の質感をそ

のままに表すものであ

る。) 

不規則な表面のグレー

ズをよくこすることで、

優れた効果が得られる。 

それには、親指や他の

指、スポンジ片で突出し

た部分を擦り、裂け目の

グレーズはそのままに

する。 

こうすると荒い不規則

な表面を模倣すること

が出来る。 

それは一般にテクスチ

ャーと呼ばれ、完全な意

味としては、荒かったり

滑らかであったりする

あらゆる物の質感をそ

のままに表すものであ

る。 

 

                                                   
144 きめがあらく 
145 能(坂) 
146 取テ(坂) 
147 其(坂) 
148 粗糙(坂) 
149 得(坂) 
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p.15 

146)  Trunks of trees may be 

imitated in the same 

manner，the various forms 

in the first place being well 

defined by using umber in 

the manner before 

described． 

樹幹ノ如キモ右ノ如ク先

ツ脂
アム

色
バー

ヲ以テ種々ニ形状

ヲ描キ 150粗糙
そ そ う

ナル樹皮ハ

厚ク色料ヲ施シ 151 皮ノ

剥奪セル部ハ 稍
や

ヤ滑平

ニ着色ス 

 

樹幹ノ如キモ先ツ アム

バーヲ以テ種々ニ 形状

ヲ畫キ樹皮ノ粗ナル所ニ

ハ 色ヲ施スコト厚ク其

皮ノ剥脱セル部ハ稍ヤ平

滑ニ着色ス 

木の幹は同様の方法で

模倣することが出来る。 

まず、前述した方法でア

ンバーを用いて様々な

形をしっかりと決める。 

 

147)  Where rough bark is to be 

imitated，the parts should 

be thickly painted and well 

raised；if a portion of the 

bark be removed，the 

surface will be 

comparatively smooth： 

荒い樹皮を描く場合は、

その部分は厚く描き、し

っかり盛り上げる。 

皮が剥げている場合は、

比較的滑らかに描く。 

148)  let the texture be also 

smooth，every sort of colour 

or tint may be present in 

an object of this kind； 

凡ソ斯クノ如キ類ノ物形

ニハ 純色及ヒ混色共ニ

各種ノ色彩ヲ現ハスモノ

ナリ 

凡ソ斯ノ類ノ物形ハ 色

ノ變化定リナキ者ナリ 

 

 

テクスチャーを平滑に

すると、このような部分

では、あらゆる種類の色

や色合いが見られる。 

149)  the greys may be composed 

of black and white，and if 

required to be warmer，

introduce a little brown，or 

Indian red in them； 

灰色ヲ作スニハ 黒ト白

トヲ混和シ若シ之ニ 熱色
ウオーム

152ヲ与ヘントセハ 少許

ノ鳶色 153或ハ 鉄 丹
インジヤンレット

ヲ和スヘシ 

 

其灰色ヲ作スニハ 黒ト

白ヲ混和シ 若シ之ニ熱

色ヲ含マスニハ 少許ノ

茶褐色カ或ハ インジア

ン レッドヲ 和スベシ 

灰色は、黒と白の混色で

得られ、より暖色化する

場合は、少量の茶色やイ

ンディアン・レッドを混

ぜる。 

                                                   
150 画キ(坂) 
151 施コシ(坂) 
152 熱色

ヲ ー ム

(坂) 
153 鳶色カ(坂) 
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150)  the greens on trunks of 

trees in damp situations，

are very vivid，requiring 

when they are covered 

with moss，even chrome 

yellow and blue； 

霑湿 E

てんしつ

A153F

154セル場所ニ於ケル

樹幹ノ AE苔鮮 E

たいせん

Aノ AE翠 E

すい

AA E 緑 E

りょく

Aナル

ハ 甚タ鮮明ナル色ニテ A

E 黄 色 E

クロームエルロー

Aト A E 藍 E

ブリユー

Aヲ混シ

以テ其色ヲ作ス 

 

濕潤セル樹幹ノ蘚苔ハ 

甚ダ鮮麗ナリ 

クロームエロート藍ヲ混

シ 其色ニ擬ス 

(佐)湿り気のある樹木の

幹についたグリーンの

箇所は、鮮烈な色合いを

しているので、苔むした

状態であれば、クロムイ

エローとブルーまで必

要となる。154F

155 

151)  in fact there is hardly a 

colour on the palette which 

may not be used to imitate 

moss，lichens，or weather 

stains，particularly when 

they are wet；but never 

lose sight of the grey，

which,under any 

circumstances，will be 

found in nature． 

(翻訳省略) 

然ルモ 156其鮮明ナル色

中 157(を苔や風雨によるし

み、特に湿った様子等のた

めにパレットの出すこと

はほとんど無く)灰色ヲ現

ハスモノニテ(自然におい

て) 実際之レヲ目撃スル

ヲ得ヘシ 

 

(翻訳省略) 

(実際には、苔や風雨によ

るしみ、特に湿った様子等

を描くために絵具をパレ

ットに出すことはほとん

ど無く、)然レトモ 其中

灰色ヲ含ムモノアリ 

能ク實物ニ就テ視察スヘ

シ 

実際には、苔や風雨によ

るしみ、特に湿った様子

等を描くために絵具を

パレットに出すことは

ほとんど無く、灰色の光

景は決してなくなるこ

とは無く、あらゆる環境

で、自然の中に見出せ

る。 

152)  Here let me remark that in 

painting，what is 

understood by fine colour，

beautiful colour，brilliant 

colour，&c，is not positive 

colour； 

彩画ニテ清浄美艶 輝煥
き か ん

等

ノ色アリ 
是等ハ皆ナ確定セル色ニ

アラス 158 

 

 

着色ノ上ニ於テ清浄ト云

ヒ 美麗ト云ヒ 光彩ト

云フ辞アリ 

是ハ一定ノ色ニアラス 

ここで、私は描写する上

で、純色や、美しい色や

鮮やかな色等があるこ

とを述べよう。 

これらは、原色ではな

い。 

                                                   
154 湿った。霑濕(坂) 
155(筆)「湿気のある場所での木の幹の緑はとても鮮やかである。苔で覆われていれば、クロー

ム・イエローと青色を同量用いる」。“even”を形容詞と捉えていたが、実際は副詞の「まで」で

あった。 
156 しかしながらの意 
157 色ノ中ニ(坂) 
158 「是等ハ皆ナ確定セル色料ナリ」(坂)。英語原文によれば、“…is not positive colour；”で

あるので、(坂)は間違いで「是等ハ皆ナ確定セル色ニアラス」(岡)が正しい。 



322 
 

153)  positive colour is paint，

such as is furnished by the 

Artists’ colourman， 

to be brilliant，or 

beautiful，it must be 

contrasted by and also 

blended with‐other 

colours，its original quality 

should be concealed and 

broken up，so that the 

observer may be puzzled to 

know of what colour any 

particular part is 

composed． 

確定セル色 画料工ノ製造

セル色料ナリ 159 

色ノ清浄美艶 輝煥
き か ん

等ヲ得

ルハ其色製シ相互ニ反對

セシメ(反對トハ各色相接

近セルトキ互ニ其色ヲ強

烈 160ナラシムルヲ云フ) 

又ハ他色ヲ相混和シ之レ

カ為メニ其元来ノ色ヲ

隠屏
いんぺい

シ或ハ破碎
は さ い

シ覚者ヲ

シテ何等ノ色ヲ混用セシ

カ 更ニ識別セサラシムル

ノ時ニアリ 

 

一定ノ艶トハ顔料ヲ云ヒ 

顔料工ノ製造ニ係ル者ナ

リ 

色ノ清浄ト美麗ト光彩ト

ヲ得ルニハ 其色勢ヲ相

互ニ反對セシメ(反對トハ

各色 相接近セル時 互

ニ其色ヲ強烈ナラシムル

コトヲ云フ 色ノ 襯
しん

映
えい

トモ云フナリ)又ハ他色ヲ

混和シ其 本分ノ質ヲ伏

没シ或ハ 折毀
せ っ き

シ覧者ヲシ

テ何等ノ色ヲ混用セシカ 

更ニ識別セサラシムルニ

アリ 

原色は、画材メーカーが

製造した絵具である。 

鮮やかさや美しさを得

るため、それは対比させ

たり、混ぜ合わせたりす

る。 

その本来の質は隠され

壊されているので、どの

色に何が混ざっている

かわからなくなる。 

p.16 

154)  The inexperienced will see 

the sea and sky，blue；‐the 

fields and trees，green；

bricks and tiles，‐red． 

凡テ天然ノ設色ヲ試検 161

セサルモノハ海面 162及ヒ

天空等ヲ藍色ト見 原野

草木ヲ緑色トシ 練
れん

化石
が い し

163ノ類ヲ赤色ト見ルヘシ 

總テ經驗ナキ者ハ 海

面及天空等ヲ見テ單ニ

藍色トナシ 原野草木

ヲ綠色トシ 壁瓦ノ類

ヲ赤色ト見ルヘシ 

 

初心者は、海や空を青色

に、草原や樹木を緑色に、

煉瓦や瓦を赤色にとらえ

る。 

155)  They are not positively so，

but comparatively so， 

otherwise there could be no 

gradation； 

(翻訳省略) 

然レトモ斯ル設色ハ確定

セルモノニアラス (しか

し比較的そうである) 

又濃淡 滃溶
おうよう

アリ 

(翻訳省略) 

然レトモ 是等ノ設色

ハ斯ク一定ノ者ニアラ

ス(しかし比較的そうで

ある)必ス濃淡アリ 

それらは、絶対にそうとは

言い切れないが、比較的そ

うである。 

さもなければ、色の諧調が

無いことになる。 

                                                   
159 「確定セル色 画料工ノ製造セル色料ナリ」欠落(坂)。英語原文によれば、“…positive colour 

is paint，such as is furnished by the Artists’ colourman，”である。 
160 強裂(坂) 
161 試験

．．
、枠外に｢検

．
｣が追加既述してある(坂) 

162 靣(坂) 
163 煉瓦 
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156)  no effect of atmosphere，no 

reflection of light，or 

shade； 

(翻訳省略) 

又空気ノ厚薄(光の反射と

影)ニ依リ種々ニ設色ノ変

現 164ヲ作ルヘシ 165 

又空氣ノ粗密 日光ノ

向背アリテ變化極リナ

シ 

 

大気の影響や光の反射

や影が無いことになる。 

157)  a careful examination of 

nature，will best explain 

these observations，and a 

reference to the best 

pictures will also assist． 

能ク天然ニ就テ実検シ 

或ハ良工ノ画ヲ觀覧セハ 

大ニ悟ル処アルヘシ 

 

能ク天然ニ就テ實驗シ

或ハ 良工ノ筆蹟ヲ熟

觀セハ 大ニ悟ル所ア

ルヘシ 

これらの観察や、名画を

参考にすればよく理解

できるだろう。 

158)  Preserve rich transparent 

browns in the shadows，

(burnt sienna，cappah，

bitumen，or brown pink，) 

in round objects，the 

darkest part of the shaded 

side will be a little removed 

from the edge： 

凡テ隂影ノ部ニハ美艶透

徹セル鳶色ノ類ヲ用ユ(

紫檀
バルント

色
シンナ

、黒鳶色
カパブラウン

166、薄脂
ビチュー

色
メン

167、 脂
ブラウン

色
ピンク

168等ヲ云

フ 169) 

團圓 E

だんえん

A169F

170ナル体ノ隂影ノ 

尤モ暗黒ナル部ハ 其形ノ

境界ヨリ AE稍 E

や

Aヤ内方ニアル

ベシ 170F

171 

總テ蔭影ノ部ニハ鮮明

ナル鳶色ノ類ヲ用ユ(バ

ルントシーンナ、カパブ

ラヲン、ビチユーメン、

ブラヲンピンク) 

凡ソ圓形ノ陰影ニ於テ 

其最モ暗黒ノ部ハ 形

ノ外線ヨリ稍内方ニア

ルヘシ 

影部は深みのある透明

な茶色を用いるべきで

ある。(バーント・シエン

ナ、カッパー、ビチュー

ム又はブラウン・ピンク) 

丸いものは最暗部は端

から僅かに中に入った

ところにある。 

159)  the edge receiving some 

reflection，and on the 

lighted side， 

the lightest part will be 

somewhat removed also 

from the edge： 

其境界ニハ他ヨリ少シク

減スルモノナリ 

又光明ナル部モ輝照セル

一部ハ物形 172ノ内方ニア

リ 

其外線ハ他ヨリ返照ヲ

受ケ 暗色少シク減ス

ヘシ 

又明所モ殊ニ輝照セル

一部ハ 外線ヨリ内方

ニアリ 

その(暗部)と光部の端は

反射を受ける。 

最明部もまた、端からい

くらか動いたところに

ある。 

                                                   
164 変化(坂) 
165 作コスヘシ(坂)か 
166 黒鳶色

カパブラヲン

(坂) 
167 薄脂

チ ュ ー

色
メン

 (坂)か 
168 脂

ブラヲン

色
ピンク

(坂) 
169 云(坂) 
170 丸い 
171 アルヘシ(坂)。 
172 状(岡)か、形(坂)が正しい。 
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160)  ‐attention of to this，will 

produce rotundity． 

斯ル所ニ能ク注意セハ 

必ス形体ノ圓團セル趣ヲ

得ルコト必然ナリ 

是レ 圓圑
え ん ふ

ナル形ヲ畫ク

ニ切要ナル事ナリ 

これらに注意すれば、丸

いものが描ける。 

161)  In painting a stone wall or 

other rough surface，more 

solid opaque colour should 

be partially introduced in 

the shadows，than would 

be required in representing 

smoother surfaces，they 

should，however，always be 

glazed and rubbed in 

afterwards，in order to 

produce the roughness 

required． 

(翻訳省略) 

石壁及ヒ他ノ粗面ノ物体

ノ色料ニハ(影は部分的に)

暗体色ヲ用ヒ 平滑ナル

物ノ表面ニ用ユルヨリハ

頗ル多量ナリトス 

畢竟後ニ至リ其粗面ヲ生

センカ為メニ 潤色法即

チ｢グレージング｣ヲ施ス

(擦る)ヲ常トスレハ 也
なり

173 

 

石壁及ヒ他ノ粗面ノ陰

影ハ 平滑ナル表面ヨ

リハ一層濃厚ナル不透

明色ヲ以テ着色ス 

顔料乾キタル後ハ 重

潤ヲ施スヲ常トス 

(二重翻訳) 

石壁及ヒ他ノ 粗糙
そ そ う

ナル

物形ノ陰影ニハ 不透

明色ヲ厚ク且ツ固ク布

着シ 平滑ナル表面ヲ

彩色スルヨリ 一層多

量ノ顔料ヲ用ユ 

要スルニ 其粗面ノ樣

ヲ得ルガ爲メ 

次テハ 重潤スルガ故

ナリ 

石や他の粗い表面を描

く場合は、影は部分的に

不透明色を用いる。 

それは平滑な表面を描

くときよりも多く用い

る。 

しかしながら、粗い表面

を作るため、常に後でグ

レーズして、擦る。 

目次 Fields，Lands，and Flat Surfaces 

162)  Several studies of this 

description having been 

made，I should recommend 

the various weeds，flowers，

and grasses，to be 

attempted； 

爰 E

ここ

Aニ又 AE雜艸 E

ざっそう

Aノ 173F

174類ヲ

寫 174F

175スコトヲ示サントス 

 

學者前述ノ物形ヲ習ヒタ

ル上ハ 次テ雑草野花ノ

類ヲ習フベシ 

これら前述した様な習

作が描かれたら、私は、

様々な雑草、花、および

草について試すことを

述べよう。 

                                                   
173 潤色法

グ レ ー ズ

ヲ施コス常トスレバナリ 
174 雜草(坂) 
175 写(坂) 
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163)  ‐the larger these studies 

are painted the better． 

草ノ類ハ其形ノ大ナルヲ

習フヲ最モ宜シトス 

此種ノ學習ニハ 形状ノ

大ナル者ヲ撰ムヘシ 

これらは、大き目のほう

が習作には好ましい。 

164)  The colts foot if within 

reach，is a good object on 

account of its size； 

(翻訳省略) 

AE欵 E

フ

AAE冬 E

キ

AAE抔 E

など

Aハ(大きさから)之

レヲ近ク見レハ良キ摸本

ナリ 

AE欵 E

フ

AAE冬 E

キ

AAE大黄 E

ダイワウ

A葉ノ類ヲ可ト

ス 

ふきたんぽぽはその

大きさから、近くに

あれば良いモチーフ

である。 

165)  a careful drawing having 

been made of it，and the 

light and shade marked 

with umber． 

先ツ注意シテ其輪郭ヲ

描 176キ アムバー177ヲ以

テ光暗ヲ別チ 其深暗ナ

ル影ト葉間及ヒ其下際ニ

見ユル部ハ嬌艶 178ナル深

キ鳶色ヲ用ユ 

 

初メ其輪郭ヲ畫キ アム

バーヲ以テ 光暗ヲ分チ 

其葉間及 其下際ニ於ケ

ル深暗ノ影ハ 深キ鳶色

ヲ用ユ 

注意深く素描をし、アン

バーで明暗を描く。 

 

 

166)  The deep shades and parts 

seen under，and between，

the leaves，should be kept 

of rich deep brown； 

深い影と下部、葉の間は

豊かな深い茶色にする。 

p.17 

167)  the leaves may be painted 

with solid colour，the 

greens composed of blue 

and the yellows，according 

to the intensity required． 

(翻訳省略) 

葉ハ其色(の強さ)ニ應シ

(厚塗りの)藍ト黄ヨリナレ

ル緑色ヲ用ユ 

(翻訳省略) 

葉ハ其色(の強さ)ニ應シ 

藍ト黄トヲ混成セル綠色

ヲ以テ厚ク粘布ス 

葉は、厚塗りで塗る。 

それは色の強さに応じ

て、青色と黄色で混色す

る。179 

168)  Those of a less vivid colour 

may be made by using 

black in the place of blue，

where they are even more 

reduced，and，if a cold 

grayish tone be required，a 

little white may be 

introduced； 

緑色稍ヤ鈍キ処ニハ藍ニ

替ユルニ黒ヲ用ユ 

又素白ナル緑色ヲ要スレ

ハ 右両様ノ色ヘ何レモ

少許ノ白ヲ加フ 

 

綠色ノ稍々鈍キハ 藍ニ

代ユルニ黒ヲ用ユ 

又素白ナル綠色ニハ 右

二種ノ中ニ少許ノ白ヲ加

フ 

それほど鮮やかな色で

ないものは、青の代わり

に黒を使用することに

よって、描かれる。 

それは、さらに鈍くな

る。 

また、冷たい灰色がかっ

た調子が必要であれば、

少量の白色を混ぜる。 

                                                   
176 画(坂) 
177 アムバア(坂) 
178 驕艶(坂)、嬌艶(岡)が正しい。 
179 (佐)「そして、葉には均質系の色、つまりブルーと様々なイエローを葉の色合いの強度に応

じて混ぜ合わせて作った多様な色調のグリーンを塗るのである。」であるが”solid”は「厚塗り」

と考えられる。 
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169)  if broken by warmth，use 

the browns； 

熱色ヲ要スレハ 鳶
ブラウン

180色

ヲ用ユ 

熱色ヲ含マシムルニハ 

鳶色
ブラヲン

ヲ加ユ 

温かみが必要であれば

茶色を用いる。 

170)  where the leaves are dead，

yellow and brown without 

the blues． 

枯葉ニハ藍ヲ去リテ黄ト

鳶色ヲ用ユ 

 

枯葉ニハ藍ヲ去リ 黄ト

鳶色ヲ混合ス 

葉が枯れているところ

は、青色を混ぜない黄色

と茶色を用いる。 

171)  In instances where the 

light shines through a leaf，

it is well to paint it a much 

lighter green，and obtain 

the colour by glazing，for 

which yellow lake is 

sometimes used． 

草葉ヲ透徹シテ光ノ暉照

セル部ハ 最初淡緑色ヲ

以テ彩色シ 後チ潤色法

ヲ以テ其本色ヲ得ルヲ宜

シトス 

斯ル場所ニハ黄色 181ヲ用

ユ 

葉間日光ヲ透シ 輝照セ

ル部ハ 最初淡綠色ヲ以

テ彩色シ 後チ重潤シテ

以テ 基本色ヲ得ベシ 

重潤ニハ エローレーキ

ヲ用ユ 

 

光が葉を透かして輝い

ている場合は、ずっと明

るい緑色を塗り、グレー

ズすることでその色を

得る。 

ここに、イエロー・レー

キを用いることがある。 

172)  Ferns，&c.，should be 

studied in the same 

manner. 

蕨 E

わらび

A或ハ AE歯朶 E

し だ

Aノ類モ AE亦 E

ま

A

タ 181F

182 右ト同シ法ヲ以テ

描ク 

蕨 歯朶
し だ

ノ類モ亦 右ト

同シ法ヲ以テ描ク 

羊歯等も同様の方法で

描かれる。 

173)  As a general principle，

where foliage tells light on 

a dark ground，that ground 

should be laid in with a 

deep rich transparent 

brown； 

it may be varied a little 

with transparent green． 

凡テ草ヲ描クニハ 暗昧
あんまい

ナル地ニ光明ヲ点布スル

ヲ法トスルカ故ニ 其地

ハ濃艶透明ナル鳶色ヲ以

テ塗抹シ 僅ニ 183透明ナ

ル緑色ヲ混シテ色ノ変化

ヲ与フ 

惣テ野原ヲ描クニハ 暗

昧ナル地ニ 光明ナル色

ヲ点布スルヲ法トス 

其地ハ 濃艶透明ナル鳶

色ヲ以テ塗抹シ 其間ニ

透明ノ綠色ヲ混シテ 色

ノ變化ヲ 與
あた

ヘ 

其設色稍々整ヒタル上ニ

草葉ヲ 点綴
てんてつ

ス 

又 群葉中遠ク退キタル

部ハ 地ノ設色ハ少シク

混和 錯雜セシメ 色澤

ヲ減シテ隔リタル樣ヲ寫

スヘシ 

一般的な原則として、暗

い地面に草葉が明るく

見分けられるところは、

地面は深く豊かで透明

な茶色を用いるべきで

ある。 

それに透明な緑色を少

量混ぜることで、変化を

与える。 

 
 
 

                                                   
180 鳶

ブラヲン

(坂) 
181 黄 色

エローレーキ

(坂) 
182 亦(坂) 
183 僅カニ 
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174)  When this ground is 

somewhat set，the leaves 

may be painted over it，the 

retiring leaves may be 

made to partake to a 

certain extent，of the 

ground，by mixing it with 

them；this will reduce their 

colour，and light，and cause 

them to retire． 

(翻訳省略) 

右ノ如ク地 殆
ほと

ント整ヒシ

上ニ葉ヲ描クヘシ 

又群葉中稍ヤ遠サカリタ

ル 184モノハ地ノ色ヲ少シ

ク混合シ 色(や明るさ)ヲ

シテ稀弱ナラシメ 以テ遠

近ノ差ヲ分ツヘシ 

 地面がいくらか出来た

ら、その上に葉を描く。 

後方の葉は、地面の色を

それらに混ぜることに

よって地面の調子をあ

る程度帯びる。 

これで、それらの色や明

るさは弱められ、それら

を後退させる。 

175)  Heaths may be imitated by 

using the lakes with 

white，for the lights，and 

rich browns for the dark 

background． 

細小ナル潅木ヲ描クニ 

光所ハ白ト紅ヲ混用シ 

暗黒ナル地ハ潤沢 185ナル

鳶色ヲ用ユ 

 

野原ヲ描クニハ光ト白ト

紅ヲ混用シ 其暗黒ノ地

ニハ 鳶色ヲ用ユ 

ヒース(荒地に繁茂する

ツツジ科の常緑小低木)

は、明部はレーキ(紅)に

白色を混ぜて用い、深い

茶色は暗い背後に用い

る。 

176)  Where the heath is purple，

French ultramarine，lake，

and white，may be used： 

潅木紫ナレハ 仏蘭
フレンチ

西
ヲルター

群靛
マ リ ン

186 、紅
レーキ

、白
ホワイト

187等

ヲ用ユ 

 

野花 紫色ナレハ フレ

ンチ、ヲルテメリイントレ

ーキト白トヲ混用ス 

ヒースが紫色の場合は、

フレンチ・ウルトラマリ

ン、レーキ(紅)と白色を

用いる。 

177)  if a part is required to be 

very bright，paint the light 

almost white，and obtain 

the colour by transparent 

glazing of lake，or lake and 

blue． 

且ツ其一部 甚タシクシ

テ輝照セハ 光所 188ヲ殆

ント白ク描キ 紅
レーキ

ノ一種カ

或ハ紅ト藍ノ混和ヲ以テ

透明ナル潤色法ヲ施シ其

色ヲ得ヘシ 

且ツ其一部 甚シク輝照

セハ 光ハ殆ント白ク描

キ レーキ一種カ或ハレ

ーキト藍ノ混和ヲ以テ透

明ナル重潤ヲナス 

もし、とても輝いた部分

が必要な場合は、ほとん

ど白色で描き、レーキや

レーキと青色の透明な

グレーズによってその

色を得る。 

                                                   
184 遠カリタル(坂) 
185 潤澤(坂) 
186 仏 蘭

フレンチ、ヲルテ

西群青
メ リ イ ン

(坂) 
187 白

ホイト

(坂) 
188 光処(坂) 
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178)  Chrome yellow，reduced 

with burnt sienna or 

Naples yellow，as occasion 

requires，will give the 

yellow blossom of the 

broom，and furze． 

(翻訳省略) 

クローム黄色 189ヲ

紫 檀
バーントシーンナ

190カ又ハ

黄 色
ネープルスエルロー

191ヲ以テ稀

弱 192ナラシムレハ(エニシ

ダやハリエニシダの)黄色

ノ細 花莾
か も う

193ヲ點スルニ尤

モ妙ナリ 

(翻訳省略) 

又(エニシダやハリエニシ

ダの)黄色ノ細花ヲ點スル

ニハ クロームニ混スル

ニ バルントシーナカ或

ハ子―プルスエローヲ以テ

セハ 濃淡其度ヲ得ン 

クローム・イエローは、

必要に応じてバーン

ト・シエンナやネープル

ス・イエローで彩度を落

とすと、エニシダやハリ

エニシダの黄色い花を

描くのに用いる事が出

来る。 

p.18 

179)  Attention to what has been 

observed，it is hoped，with 

practice，will enable the 

student to paint objects 

such as I have described；

and having acquired the 

power of painting single 

objects，a combination of  

them may be attempted，

and thus far the power of 

painting foregrounds may 

be obtained． 

以上述フル処ノ單一 194ナ

ル物形ヲ描クノ力ヲ得タ

ル上ハ 従テ是等相組整

シテ前景ヲ作ルハ 既ニ

難キコトナカルヘシ 

 

以上説示スル方法ニ從フ

トキハ 單簡ナル物形ヲ

描クハ容易ナルヘシ 

其單一ノ者ヲ得ルノ上ハ 

是等ヲ組整シテ前景ヲナ

スハ 既ニ難キコトナカ

ルヘシ 

これまで述べたことに

注意を払えば、前述した

ような対象を描くこと

が出来るであろう。 

そして、個別の対象を描

く力を得れば、それらの

組み合わせを試みるこ

とが出来る。 

このようにして、これま

でよりもずっと前景を

描く力を得ることが出

来るであろう。 

180)  It may now be advisable to 

attempt studies of trees． 

下条ニハ樹木ヲ描クノ法

ヲ述ヘント欲ス 

以下樹木ノ描法ヲ示サン 次に木の描き方につい

て述べよう。 

目次 Trees 

181)  In the commencement I would 

recommend the selection of 

those devoid of their foliage； 

斯 E

こ

Aノ習ヒ 194F

195等ニハ葉ノ

ナキ樹ヲ AE撰 E

イラ

Aムヘシ 195F

196 

 

樹法ヲ學フノ初メハ 落

葉ノ枯木ヲ寫スヲ可トス 

初めは、葉のない木を

選ぶことを勧める。 

                                                   
189 黄ノ色(坂) 
190 紫 檀

バルンシンナー

 (坂) 
191 黄 色

子ープルスエロー

 (坂) 
192 希薄(坂) 
193 草花のこと 
194 単一(坂) 
195 習(坂) 
196 選ムヘシ(坂) 
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182)  ‐under such circumstances，

the drawing，and light，and 

shadow will be more easily 

distinguished，the peculiar 

character of each tree will be 

better understood，and the 

foreshortening of the 

branches，and general 

rotundity not only of the trunk 

and branches，but of the whole 

tree，will be more clearly 

observed． 

畢竟形状隂陽 197ノ別判

然タレハナリ 

又樹々固有ノ形状ト幹

枝ノ遠近ニ應シ 198短細

ナル趣ト 199其圓
えん

柱ナル

形ヲ能ク注意スヘシ 

 

(翻訳省略) 

畢竟形状ト陰影ノ別 明

カニシテ又樹々固有ノ形

状ト幹枝ノ長短前後遠近

(木全体の丸み)ヲ摸スル

ニ便宜ナレハナリ 

そうすれば、明暗が判

りやすい。 

また、個別の木の特徴

や枝の短縮、また幹だ

けでなく木全体の丸み

を、より理解できるで

あろう。 

183)  I must here recommend the 

same process as to drawing，

and light and shade as 

previously described，using 

umber for the same purpose； 

indeed a representation of 

such objects may be given with 

this colour，by defining the 

degrees of strength in the 

shadows，and giving roundness 

to the trunk and limbs； 

the colour may then be 

attempted． 

(翻訳省略) 

彩色ノ趣キハ 前条既ニ

述フルノ法ト同シク 

脂
アムバー

ヲ以テ幹枝ノ形ト

隂陽(影の強さや、幹と枝

の丸さを)ヲ定 200然ル後

チ 固有ノ色彩ヲ施ス 

 

 

 

(翻訳省略) 

彩色ノ起手ハ 前條既ニ

述フルカ如ク アムバー

ヲ以テ幹枝ノ形ト陰影(影

の強さや、幹と枝の丸さ

を)トヲ定メ 

次テ固有ノ彩色ヲ施ス 

素描と同様の手順で、

前に記した様に、まず

明暗をアンバーによっ

て同じ目的で描くこと

を勧める。 

この色で、影の強さや、

幹と枝の丸さを決める

ことが出来よう。 

そして、固有色を施そ

う。 

184)  The observations with respect 

to painting a rock，if attended 

to will be sufficient． 

前上 201岩石ヲ画クノ法

ヲ参考セハ可ナリ 

 

前條岩石ノ法ヲ参考セハ

可ナリ 

描き方は、岩について

述べたことを参考にす

れば十分である。 

                                                   
197 隂陽

．
とあり、枠外に影

．
(坂)。しかし、英語原文によれば“under such circumstances，the 

drawing，and light，and shadow will be more easily distinguished，”であるので隂影より

も、隂陽の法が正しい。したがって、(岡)、(坂)とも隂影であるが、陰陽とした。 
198 応シ(坂) 
199 赴ト(岡) 
200 定メ(坂) 
201 前条(坂) 
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185)  The light silverly greys of the 

birch or beech may be obtained 

by black and white，broken，

as occasion requires，by a little 

red or brown． 

(翻訳省略) 

(樺やブナの) 銀色ノ如

ク光輝セル部ハ 202 黒

ト白トヲ用ヒ或ハ少許

ノ紅色カ又鳶色ヲ混シ 

色ヲ破フル 

(翻訳省略) 

(樺やブナの)樹皮銀色ノ

如キ光輝セル部ハ 白ト

黒トヲ用ヒ 或ハ少許ノ

紅色又ハ茶褐色ヲ和シ 

色調ヲ破ル 

樺やブナの明るい灰銀

色は、黒色と白色で、

破れたところは、少量

の赤色や茶色で作る。 

 

186)  The rich warm browns on the 

trunks of the birch may be 

made of burnt sienna and 

lake，or raw sienna； 

(翻訳省略) 

(樺の)幹ノ嬌艶 203暖和

ナル鳶色ニハ 紫檀 E

バルント

AA

E 色 E

スンナ

A203F

204及ヒ AE洋紅 E

レ ー キ

A204F

205或

ハ 205F

206
A E 黄色 E

ローシーンナ

A206F

207ヲ調和ス 

(翻訳省略) 

(樺の)幹ノ豊麗和雅ナル

茶褐色ニハ バルントシ

ーナ、レーキ 或ハ ロー

シーンナヲ和調ス 

樺の幹の深い豊かで暖

かみのある茶色は、バ

ーント・シエンナとレ

ーキまたはロー・シエ

ンナで作る。 

p.19 

187)  the outlines should be 

particularly attended to；the 

smooth polished surface of the 

birch having a clear unbroken 

line；those of the oak，the elm，

&c． 

being rough，their outlines 

should be broken and 

irregular． 

(翻訳省略) 

幹ノ外輪ハ能ク注意シテ樹

質ニ應シ 208 (樺の)外皮ノ

滑平ナルト(オークやニレ等

の)粗造ナルヲ分ツヘシ 

 

(翻訳省略) 

其形状ハ樹質ニ應シ (樺

の)外皮ノ滑平ナル(オーク

やニレ等の)粗荒ナルトヲ

分ツコト緊要ナリ 

 

 

幹の輪郭線は、特に注

意すべきである。 

樺の滑らかで磨いた

ような表面は壊れな

い明確な線を持ち、オ

ークやニレ等は荒く

壊れて不規則な線を

持つ。 

188)  In cases where the sky forms 

the background，it should be 

painted before the tree is put 

in，or at least before the edges 

are painted． 

(翻訳省略) 

樹木ノ後部空蒼ナレハ 先

ツ空ヲ描キ(もしくは、少な

くとも縁が描かれる前に)樹

木ヘ着手スヘシ 

(翻訳省略) 

樹木ノ後部 天空ニ接スレ

バ 先ツ 天色ヲ描キ後チ 

樹ニ及ヘシ 

或ハ其樹邊ヲ 圍繞
いじょう

セル天

色ノミヲ着色シ置クモ可ナ

リ 

背景に空がある場合

は、木を描く前、もし

くは少なくとも縁が

描かれる前に、空を塗

っておく。 

                                                   
202 部ト(坂) 
203 驕艶(坂)、嬌艶(岡)が正しい。 
204 紫檀

バルント

色
シンナ

(坂) 
205 レーキ(坂) 
206 或ヒハ(坂) 
207 黄 色

ローシンナ

(坂) 
208 応シ(坂) 
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189)  A little experience，with a fluid 

state of the materials，will 

enable the painter to introduce 

the most minute lines on a sky 

while wet； 

空蒼ノ未タ乾サル 209上

靣 210ニ直チニ微細ナル線条

ヲ引クハ 最初難キコトナ

レトモ些カ経験セハ容易ナ

ルコトヲ得ヘシ 

天空ノ未タ乾カサル上面ニ

直ニ細線ヲ引クハ最初ハ甚

タ 難キ者ナレトモ 漸
ようや

ク熟スレハ 又容易ナラン 

少し練習すれば、薄め

た絵具で、空が乾いて

いない間に微細な線

を引くことが出来る。 

190)  and as a portion of the sky tint 

will mix up with the parts of 

the trees painted over it when 

wet，the edge will，by this 

mixture，be somewhat reduced 

in strength and colour，and 

hardness thus avoided． 

斯ル寸ハ 211空ノ色ノ一部

ハ 212其上靣ニ描ケル樹木ノ

一部ト相混合シ 其枝幹ノ

色ヲ軟弱ナラシメ為メニ 

重厚ナル趣キ 213ヲ避クルニ

宜シ 

 

斯ク顔料ノ乾カサル上面ニ

描寫セル樹木ハ 其諸部 

天色ト混和シ其 外邊ノ圭

角ヲ滅殺シ其色ヲ軟和ナラ

シメ 以テ板刻ノ弊ナカラ

シムルニ宜シ 

そして、濡れている場

合、空の部分の色合い

がその上に描いた木

の部分と混ざり、縁が

混ざることで色の強

さや固さを防ぐこと

が出来よう。 

191)  As the light and shade will 

change considerably in the 

course of two or three hours，it 

is advisable after having first 

got in the whole subject，to 

finish at one sitting a portion 

of the work，returning to it the 

next day at the same hour： 

凡ソ日ノ光暗ハ二三時ノ進

シノ間ニ著シク変スルモノ

ナレハ 全体ノ趣 214キヲ冩

シタル後 其部分ハ日々同

時刻ニ其場ニ至リ一坐シ

テ 215竣成スヘシ 

 

凡ソ光暗ノ有樣ハ二三時

間ニ□著シク變換スルカ故

ニ 初メ全体ノ勢ヲ寫シ

タル後チ 其部分ハ 

日々同時刻ヲ期シ其塲ニ

望ミ 一座ニ一部ヲ竣成

スルカ如クスルヲ可トス 

明暗は、2~3 時間でか

なり変化するので、全

体を把握したら、一度

座ると少しだけ仕上

げ、翌日の同時刻に戻

ってくると良い。 

192)  －the time selected should be 

when the sun is either on the 

right or left of the tree； 

日光ハ樹木ノ右又左 216ノ上

方ヨリ斜メニ来ルヘキ時限

ヲ撰ムヘシ 

 

日光ハ樹ノ右或ハ左ノ上

方ヨリ斜メニ來ルヘキ時

限ヲ撰ムヘシ 

その時刻は、木の右か

左に太陽が位置すると

きにするべきである。 

                                                   
209 乾燥セサル(坂) 
210 上面(坂) 
211 時ハ(坂) 
212 一部ト(坂)、正しくは、｢一部ハ｣(岡)と思われる。 
213 赴(岡) 
214 赴(岡) 
215 ｢一坐一坐シテ｣二度重複記述(坂)。筆写であることがわかる写し間違いである。 
216 右方カ左方(坂) 
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193)  if the sun be behind it，the 

light will dazzle the eye，and 

not only that，but the whole of 

the object will be in shadow，

and a flatness and want of 

effect will be the result； 

日光其背後ヨリ 217来レハ光

ノ為メニ 218画者ノ眼目ヲ眩

惑シ 加フルニ全体隂影ノ

ミナレハ 扁平ニシテ趣

致 219欠乏スヘシ 

日光其背後ヨリ來レハ 

光ノ爲メ 畫者ノ眼目ヲ

眩惑シ 且ツ全体陰影ノ

ミナレハ 扁平ナル觀ア

ルヘシ 

それが、木の後ろにあ

れば、光は目を幻惑し、

木の全体が影になり、

平板で望む効果が得ら

れない。 

194)  ‐the colour will also be very 

difficult to discriminate，and 

those portions which come up 

against the sky will appear 

very black． 

且ツ色ヲ辡別 220スルコト甚

タ難ク 又空ニ相對セル部

ノ如キ 221甚タ暗黒ニ見ユヘ

シ 

 

加フルニ彩色ヲ辨別スル

コト甚タ難ク 殊ニ天空

ト 相接セル部ノ如キハ 

甚タ暗黒ニ見ユヘシ 

色を区別することはと

ても難しく、空を背景

とする部分は、とても

黒く見える。 

195)  On a grey day，when the sun is 

not visible，the detail of objects 

may be easily observed，and 

the light and shadow will be 

less troublesome； 

(翻訳省略) 

曇天ニ 222 (で太陽が見えな

い時)物ノ形状微細ニ觀察シ

易ク 且ツ彩色ニ光暗ヲ分

ツノ煩ナシ 

曇天ニハ物ノ形状ヲ微細

ニ觀察スルコト容易ニシ

テ且ツ 彩色ニ光暗ヲ分

ツノ煩ナシ 

曇りの日で太陽が見え

ない時は、細部が容易

に観察出来、明暗はよ

り問題が少ない。 

196)  ‐the lights may be afterwards 

heightened at a time when the 

object is lighted by the sun，

and shadows made deeper by 

glazing． 

斯ルトキニ於 223画キシモノ

ハ後 224日光ノ直ニ照ストキ

ヲ以テ 其光明ナル部ヲ強

烈ナラシメ 隂影ハ潤色ヲ

以テ深濃ナラシム 

曇天ノ下ニ畫キシモノハ

後チ 日光ノ照ス時ヲ以

テ 其光明ナル部ヲ強裂

ナラシメ 陰影ハ グレ

ーズヲ以テ深濃ナラシム 

その後、対象の明部は

太陽によって明るくさ

れ、影部は、グレーズ

によって深められる。 

 

                                                   
217 枠外に｢背後ハ前靣ナランカ｣の注記(坂) 
218 為メ(坂) 
219 赴致(岡) 
220 弁別(坂) 
221 如キハ(坂) 
222 曇天ニハ(坂) 
223 斯ルトキハ(坂) 
224 後チ(坂) 
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p.20 

197)  The process of glazing，as 

before described，should be 

applied，rubbing in， 

and dragging at the same 

time to imitate the rough 

surfaces of the bark and 

moss‐grown portions of 

the trunks． 

(翻訳省略) 

潤色ヲ施スニハ(前に述べ

たように)色料ヲ擦布スヘ

シ 

且ツ其上ニ筆鏑ヲ軽ク着

下シ 225片々他色ヲ點布セ

ハ 幹ノ粗糙ナル皮面ト

苔蘚ノ生茂セル趣ヲ 226ヲ

冩スニ 227妙ナリ 

(翻訳省略) 

グレーズハ 前述ノ如ク 

色料ヲ抹擦シ(そして同時

に引っかく。) 

幹ノ粗糙ナル皮面ト苔蘚

ノ生茂セル趣ヲ寫スヘシ 

グレーズを施すには、前

述したように、擦る。 

そして同時に引っかく。 

そうすれば、木の幹の皮

や苔の粗い表面を描く

ことが出来る。 

198)  It must be remembered 

that these observations 

apply to trees situate in 

the foreground． 

(翻訳間違い)右ニ述フル者

ハ 228 前景ニ属スル樹木

ニシテ 下ニ其種類ヲ挙

ケント欲ス 

 

(翻訳間違い)以上ハ前景ノ

樹木ヲ描クヘキ法ナリ 

 

このような意見は、前景

の木に当てはまること

である。 

 

199)  I would recommend 

several studies of this kind 

to be made． 

猶 E

なお

A 下ニ此種ノ方法ヲ舉

ケン 

(佐)取り組まなければな

らないこの種の学習課

題をいくつか挙げよ

う。228F

229 

200)  The early part of the 

spring will be warm 

enough，and trees of 

almost every description，

before the foliage is on 

them，may be at this time 

studied． 

(翻訳省略) 

春季ハ 230(の早い時期)ハ

気候暖和ニシテ樹葉未タ

発生セサルヲ以テ 写生

ノ 

好時節ナリ 

初春ノ候ハ 樹葉未タ發

生セサルヲ以テ 寫生ノ

好時莭タリ 

春の早い時期はとても

暖かく、葉がつく前であ

れば、木の大部分の描写

を描けるであろう。 

 

 

                                                   
225 着手

．
シ(坂)、枠外に下

．
の記述。 

226 赴ヲ(岡) 
227 写スニ(坂) 
228 述フルモノハ(坂) 
229(筆)「私は、このような習作をいくつか作ってみることを勧める」。”recommend”は「勧める」

ではなく「提示する」である。 
230 春ハ(坂) 
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201)  The painting of foliage has 

always been considered a 

great difficulty，which I 

attribute mainly to the 

injudicious manner of 

proceeding； 

(翻訳省略) 

樹葉ヲ 231描ク(常に)頗フル

難事タルヲ以テ 習画ノ序

以テ 232宜シキヲ得ルヲ切要

ナリト思考セラル 

(翻訳省略 翻訳変更) 

樹葉ヲ畫クハ (常に)頗

ル難事ニシテ 其習畫

ノ序次ハ 幹枝ヨリ初

ムルヲ宜シトス 

葉を描くのは、常に大変難

しいと考えられる。 

というのは、無分別に描き

進めていかなければなら

ないからである。 

(追加説明) 

其方法ハ前述ノ如クナ

ルヘシ 

202)  ‐too much is attempted at 

first． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

まず、はじめに多くのこと

を試みる羽目になる。 

203)  I recommend a single 

branch to be well studied，

and well understood； 

其初起ニハ 単一ナル枝葉

ヲ取リ 其形様色彩ヲ能ク

注意シテ学習スヘシ 

 

次テ葉ヲ点スルニハ 

初メ單一ナル枝葉ヲ取

リ 其形樣 色彩ヲ能

ク注意シテ學習スヘシ 

私は、まず一つの枝をよく

練習、よく理解することを

勧める。 

204)  in this the previous study 

of the trunks and branches 

will materially assist． 

且ツ前条述スル処ノ幹枝ノ

描法 大ニ実際ノ補助ヲ供

フヘシ 

(翻訳省略) 幹や枝について前述した

ことが、大変役立つであろ

う。 

205)  A quiet day should be 

chosen：let a single branch，

some part of which cuts 

against the sky，be 

selected， 

the larger the masses in it，

and the more clearly they 

are defined the better． 

(追加説明) 

先ツ静和ナル日ヲ撰シ 233 

野外ヘ出テ 一枝ノ天空ト

相交接セルモノヲ取ルヘシ 

是レ群葉ノ塊積ヲナシ 形

状ノ分界ヲ立ツルニ宜ロシ

キ 234ヲ以テナリ 

(追加説明) 

其之ヲ試ミルニハ 靜

和ナル日ヲ撰ミ野外ニ

出テ 一枝ノ天空ニ相

接セルモノヲ取ルヘシ 

是レ群葉ノ形状分界ヲ

立ツルニ宜シキヲ以テ

ナリ 

穏やかな日に、一つの枝

が、その部分が空に対して

いるものを選ぶべきであ

る。 

その中に大きな塊があり、

はっきりと見分けられる

ものが望ましい。 

206)  The outline and the 

general form of the mass 

being drawn，the sky 

should be painted，

encroaching somewhat 

within the outline． 

(追加説明) 

輪郭及ヒ群葉ノ塊積ヲ鉛筆

ニテ 回
え

取リ 先ツ天空ヲ彩

色シ 其色ヲ右ノ輪郭内

ヘ 235侵入セシムヘシ 

(追加説明) 

其輪郭及ヒ群葉ノ外邊

ハ 鉛筆ヲ以テ□□シ 

先ツ天空ヲ彩色シ其色

ヲ右ノ輪郭内ニ稍ヤ侵

入セシムヘシ 

輪郭線と大まかな形を画

き、空を塗る。 

それは輪郭線の中に少し

入るように塗る。 

                                                   
231 樹葉ハ(坂) 
232 以(坂) 
233 選シ(坂) 
234 宜シキ(坂) 
235 輪郭内エ(坂) 
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207)  For directions to paint the 

sky，refer to page 29． 

天空ヲ描クノ法ハ後章ニ明

解スヘシ 

天空ヲ描クノ法ハ後章

ニ解クヘシ 

空の画き方は、29 ページ

を参考にしなさい。 

208)  To lay in the masses of 

foliage，a large flat hog hair 

brush should be used． 

群葉ヲ描クニハ 大ヒナル

豕毛ノ平筆ヲ用ユ 

 

群葉ヲ描クニハ 豕毛

ノ 扁
ひら

筆
ふで

ヲ用ユ 

葉の塊を描くには、大きな

豚毛の筆を用いるべきで

ある。 

209)  The colours required being 

brown，pink，bitumen，

varied with Prussian blue，

and cappah，brown，used 

more or less transparently． 

色料ハ 脂
ブラウンピンク

色及 薄脂
ビチューメン

236ヲ専用スヘシ 

而シテ 237 ベレンス
プ ロ ス ヤ ン

藍
ブリユー

238又ハ 黒鳶色
カパブラウン

239ヲ以テ変

化セシメ 惣
そうじ

テ透明ニ布着

スヘシ 

顔料ハブラヲンピンク

及ヒビチューメンヲ専

用シ 

プロシヤンブリユー又

ハカパブラヲンヲ以テ

變化セシメ惣テ透明ニ

布着スヘシ 

絵具は、ブラウン・ピンク、

ビチュームを用いる。 

そして、プルシャン・ブル

ー、カッパー・ブラウン等

によって、変化させるが、

おおよそ透明に用いる。 

210)  This will form a good 

ground： 

(追加説明) 

右等 240ノ色ハ樹葉ヲ描クノ

下層ニハ 最モ良巧 241ナル

色料ナリ 

(追加説明) 

右等ノ顔料ハ樹葉ヲ畫

クヘキ下層ノ彩色ニハ

最モ良好ナル色ナリ 

これらは、良い下塗りを作

る。 

211)  It should not be carried to 

the extreme edges of the 

outline;but as it 

approaches the extremity 

of the branch,should be 

kept lighter,‐the strongest 

shadows being where the 

foliage is thickest． 

此等 242ノ色ハ輪郭ノ端末ヘ

達セシメス 枝端ニ至ルニ

従ヒ色ヲ希薄ナラシメ 濃

厚ナル影ハ葉ノ繁茂セル部

ニアルヘシ 

 

此數色ハ輪廓ノ端末ヘ

達セシムヘカラス 

枝端ニ近ツクニ從ヒ色

ヲ稀薄ナラシムヘシ 

濃厚ナル影ハ葉ノ繁茂

セル部ニ存スヘシ 

それは、輪郭線の端まで、

塗るべきではない。そうで

はなく、枝の端に至るまで

明るくして、もっと暗い影

は、葉が厚く重なっている

ところである。 

 

                                                   
236 薄 脂

ビユーチメン

 (坂) 
237｢専用スヘシ  而シテ｣が省略され｢専用シ｣(坂)となって、二つの文章がつながっているが、

英語原文によれば“The colours required being brown，pink，bitumen，varied with 

Prussian blue，and cappah，brown，used more or less transparently．”であるので、省

略しない(岡)が正しい。 
238 ベレンス

ブ ロ シ ヤ ン

藍
ブリユー

 (坂) 
239 黒鳶色

カパブラヲン

 (坂) 
240 右□

．
とあり、枠外に等

．
の注記 (坂) 

241 良功(坂) 
242 斯等(坂) 
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p.21 

212)  While this ground is 

setting，mix with the 

palette knife some tints of 

green or brown，as the case 

may be，for the light parts 

of the foliage，using，if the 

green be very vivid，

cadmium，or chrome 

yellow，with Prussian blue 

or black； 

右ノ如ク下地ノ色ヲ布着

シ パレットナイフヲ取

リ上層ノ色ヲ調和ス 

葉ノ日光ヲ受クルノ部ニ

テ 緑色ノ輝照セル者ハ

黄
カドミユーム

又ハ 黄
クロームエルロー

243

ニ ベレンス
プ ロ シ ヤ ン

藍
ブリユー

244カ又

黒
ブラツキ

ヲ混和ス 

(翻訳省略) 

右ノ如ク下層ノ地ヲ布

着シタル後チ (パレッ

トナイフで)色料板上ニ

テ其上層ノ色ヲ調和ス 

葉ノ日光ヲ受ケ綠色ノ

快活ナルハ カトミユ

ーム又ハクロームエロ

ーニプロシアンブリユ

ーカ又黒ヲ混和ス 

この下塗りを行ったら、パ

レットナイフで、緑や茶色

を調色する。 

葉の明るい部分が、とても

鮮やかなときは、カドミウ

ムまたはクローム・イエロ

ーにプルシャン・ブルーま

たは黒を混ぜる。 

213)  Naples yellow，with blue 

or black；yellow ochre and 

blue；raw sienna and blue，

with Naples yellow． 

或ハ 245 黄
ナプルスエルロー

246ト藍カ

黒ヲ調和シ 黄 茶
エルローラーカー

247ト

藍及ヒ 黄
ローシンナ

ニ藍ト

黄
ナプルスエルロー

248ヲ混和ス 

 

或ハナプルス黄ト藍カ

黒ヲ調和シ又エローヲ

ークルト藍ト和シ及ヒ

ローシーンナニ藍トナ

プルス黄ヲ混和ス 

ネープルス・イエローに青

または黒、イエロー・オー

カーに青、ロー・シエンナ

に青とネープルス・イエロ

ーを混ぜる。 

214)  ‐For the grey greens 

produced by reflection，use 

some white tints in these 

tints，－where the leaves 

are brown，the ochres and 

burnt sienna may be used； 

光ノ反對ニヨリテ生スル

素白ナル緑色ハ 右等ノ

色ニ少許ノ白ヲ 249混スヘ

シ 

葉ノ茶褐色ナルハ

黄 茶
エルローオーカー

250及ヒバントス

ーンナ 251ヲ用ユ 

光ノ反照ヨリ生スル素

白ナル綠色ハ 右等ノ

色ニ少許ノ白ヲ混スヘ

シ 

葉ノ茶褐色ナルハ エ

ローヲークル及ヒバル

ントシンナヲ用ユ 

反射によって灰緑色が出

来た場合は、これらの色合

いに白を混ぜる。 

葉が茶色い所は、オーカー

とバーンと・シエンナを用

いる。 

215)  Naples yellow and terra 

verte is also very useful for 

the cold greens． 

 

又タ子ープルスエルロ

ー252トテルレベルト 253ハ

寒冷ナル緑色ヲナスニ有

用ナリ 

又子―プルスエロートテ

ルレベルテハ寒冷ナル

綠色ヲナスニ有用ナリ 

ネープルス・イエローとテ

ール・ヴェルトも冷たい緑

として大変役に立つ。 

                                                   
243 黄

クロームエロー

(坂) 
244 ベレンス

プ ロ シ ア ン

藍
ブリユー

(坂) 
245 或ヒハ(坂) 
246 黄

ナプルスエロー

(坂) 
247 黄 茶

エローオークル

(坂) 
248 黄

ナプルスエロー

(坂) 
249 白ヲ(坂) 
250 黄 茶

エローオークル

(坂) 
251 バルントシンナ(坂) 
252 子ープルエルロー(坂) 
253 テルンベルテ(坂) 
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216)  These tints being mixed 

and arranged from light to 

dark on the palette，and in 

quantities proportionate to 

the size of the study，a flat 

hog hair brush should be 

well charged at its end 

with the tint calculated to 

imitate the most receding 

portions of the foliage，

which should，in the first 

place，be put in in masses，

without attempting single 

leaves； 

右等ノ各色ヲ其用ル 254所

ノ多寡ニ應シ能ク分量ヲ

計リテ練調シ 交色板上

ニ淡色ヨリ濃色ニ移ルノ

順序ヲ以テ陳列シ 豕毛ノ

平筆ヲ取リ 葉ノ最 255遠キ

所部 256ヲ模スルカ為メニ

供ヘタル混色ヲ能ク筆端

ニ粘布シ 一片葉ニ目ヲ

注カス只群葉ノ塊積ヲ画

クヘシ 

(翻訳省略) 

右等各色ヲ其用所ノ多

寡ニ應シ能ク分量ヲ計

リ練調シ(明るい色から

暗い色の順でパレット

に並べる)豕毛ノ平筆ヲ

取リ 葉ノ最モ遠キ部

ヲ模スルカ爲メニ供ヘ

タル混色ヲ能ク筆端ニ

粘布シ 一片葉ニ目ヲ

注カス只群葉ノ塊積ヲ

描クヘシ 

これらの色を混色して、明

るい色から暗い色の順で

パレットに並べる。 

それは、習作の大きさに応

じて用意する。 

葉の最も奥の部分を描く

ために色を作り、豚毛の平

筆の筆先にたっぷりとつ

け、最初は塊で描くべきで

あり、個別の葉を描こうす

るべきではない。 

217)  a mass partly covering this 

should next be put in 

somewhat lighter，and so 

on until all the masses of 

leaves are introduced，‐

care being taken to 

preserve the stems where 

they are seen，and 

endeavouring to give 

correctly the character and 

outline of each mass． 

(翻訳省略) 

次ニ又 稍々
や や

淡色ヲ點着シ 

漸次ニ群葉ノ繁茂セル趣

ヲ冩ス 257 

葉間幹枝ノ顕ハルヽ処ト 

各群葉ノ(特徴)形様ヲ宜シ

ク注意スヘシ 

 

(翻訳省略) 

次ニ又稍ヤ淡色ヲ點着

シ 漸次ニ群葉ノ繁茂

セル趣ヲ寫ス 

葉間幹枝ノ顕ハルヽ處

ト 各群葉ノ(特徴)形樣

ヲ宜ク注意スヘシ 

 

塊の部分は、この絵の具が

置かれたら、次はいくらか

明るい色を置き、全ての葉

を描く。 

枝の見えるところと、それ

ぞれの塊の特徴を正確に

するよう気をつけて描く。 

                                                   
254 用(坂) 
255 最モ(坂)とした。 
256 部(坂) 
257 赴ヲ冩ス(岡)、趣キヲ写ス(坂) 
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218)  Having thus far progressed，

the edges of the tree may be 

painted over the sky，with a 

smaller brush，‐round or flat 

sable， 

and as the foliage will at the 

edges be comparatively thin 

and the leaves rather smaller 

than in the nearer parts，and 

in some instances 

terminating in individual 

leaves，care must be taken to 

imitate their size，colour，and 

degree of contrast in light and 

shade，which will be 

somewhat modified． 

次ニ細筆ヲ取リ 葉末

ノ天空ニ接セル部ヲ描

ク(貂毛ハ平筆或ハ円筆

カヲ以テス 258) 

葉ハ枝端ニ至レハ稍ヤ

薄ク 又近キモノヨリ

ハ細小ニシテ 或ハ一

片葉ヲ顕ハスヲ以テ其

色彩及ヒ形状及ヒ隂陽

對應 259ノ度ヲ能ク注意

スヘシ 

 

次ニ貂毛ノ平筆カ圓筆

ヲ取リ 葉末ノ天空ニ

接セル部ヲ描ク 

葉ハ枝端ニ至レハ稍ヤ

薄ク且ツ近キモノヨリ

ハ細小ニシテ 或ハ一

片葉ヲ顯ハスカ故ニ其

色彩形状及ヒ隂陽反對

ノ度ヲ能ク注意スヘシ 

 

このようにして進んだら、

小さめの丸筆か平筆のセ

ーブルで、木の端を空の上

から描く。 

端の葉は、手前に比べて幾

分薄く小さく描く。 

そして場合によっては、個

別の葉に至り、その大きさ

や色や、明暗の度合いに気

をつければ、いくらか良く

なるであろう。 

p.22 

219)  In the light masses considerable 

texture being necessary to give 

the character of foliage，it is well 

to mix a little copal with the tints 

to assist the drying． 

群葉ノ光ヲ受タル 260部ハ 

葉ノ形質ヲ得ルニ著シク

組織ヲ要ス 

(翻訳省略) 

(それには、乾燥を助ける

ため少量のコーパルを色

に混ぜると良い。) 

群葉ノ光部ハ其繁茂ノ状ヲ

得ルカ爲メニ顔料ヲ厚ク且

ツ粗糙ニ布着スヘシ 

(翻訳省略) 

(それには、乾燥を助けるた

め少量のコーパルを色に混

ぜると良い。) 

明るい塊は、葉の感じを表す

ためにかなりのテクスチャー

をつける必要がある 261。 

それには、乾燥を助けるため

少量のコーパルを色に混ぜる

と良い。 

                                                   
258 (貂毛ノ平筆カ円筆)(坂) 
259 對応(坂) 
260 受クノ(坂) 
261 (佐)「群葉の光部は、その特質を表すために相当な質感を出す必要があるので、乾燥を施す

ためのコーパルバニスを少量だけその絵具と混ぜ合わせるのがよい」。“texture”は「質感」より

も「テクスチャー」が正しい。この場合は、絵具の厚さを意味している。 
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220)  We will now presume this study 

to be dry and hard；let it be well 

sponged with pea flour and 

water，and washed clean again， 

(this should always be done 

before painting a second time on 

a Picture)． 

右ノ如ク着色シ色彩賢固

ニ乾燥セハ ピー、フロ

ーア 262 ( 乃
すなわ

チ豌豆
えんどう

ノ

粉)ト水ヲ以テ 其部ヲ

擦
さっ

刷
す？

シ 清水ヲ取リ洗

浄ス 

(惣テ第二次ノ着色ハ如此

ナス 

右ノ如ク着色シ色彩堅固ニ

乾燥セハ ピー、フロール 

(豌豆
えんどう

ノ粉)ト水ヲ以テ 其

部ヲ濕シ 再ヒ淸水ヲ取リ

洗浄ス 

(惣テ第二次ノ着色ニハ斯

ノ如クナス 

習作が固く乾燥すれば、スポ

ンジにピー・フラワー(えんど

う豆の粉)と水をつけてこす

り、もう一度洗い落とす。 

(これは、絵画に再び描く前に

常に行われる) 

(追加説明) 

蓋シ乾燥セル上ニ 直ニ

用ヒ着色セハ 上彩浮遊

シテ蜜布セサルヲ以テ 

少シク油質ヲ去ルノ法ナ

リ 

余 263常ニ海綿ヲ滋
じ

シ擦

摩シ水分ノ去ヲ待テ 264第

ニ彩色265ヲナス 簡ニシ

テ害ナシ) 

(追加説明) 

(蓋シ乾燥セル上ニ 直ニ

用ヒ着色セハ 上彩浮遊シ

テ蜜布セサルヲ以テ 少シ

ク油質ヲ去ルノ法ナリ 

余常ニ海綿ニ浸シ擦摩シ水

分ノ去ルヲ待テ後チ第ニ彩

ヲ施ス 簡ニシテ害ナシ) 

一般に、乾燥した上に絵具を

載せると、上層が浮き上がっ

て密着しないので、少し油分

をとる方法である。 

 

十分に？海綿を湿らせて擦

り、水分が乾燥してから上層

を描く。 

簡単で害が無い。 

221)  The study may now be glazed，

using only the transparent 

colours；richness of colour will 

be obtained，and the whole 

rendered a little deeper． 

然ル後チ透明色ヲ以テ

潤色ヲ施シ美艶 266ナル

色ヲ得テ 全体ノ濃色

ヲ現ス 

 

然ル後チ透明色ヲ以テ重潤ヲ

施シ美艶ナル色ヲ得テ 全体

稍ヤ濃色ヲ現ス 

 

その後、習作は透明

色のみでグレーズ

される。 

そうすれば、深い色

が得られ、全体が少

し深みを増すであ

ろう。 

                                                   
262 ピー・フロール(坂) 
263 全(岡) 
264 去ルヲ得テ(坂) 
265 彩(坂) 
266 美麗(坂) 
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222)  The lighter parts may now be 

re-touched with the opaque 

tints，and the whole more 

highly finished；indeed 

individual leaves in the very 

near parts may be rendered； 

光色ハ再ヒ暗体色料ヲ

以テ上彩シ 或ハ最

モ 267近キ部ハ一片葉ヲ

モ描ク程ニ充分竣成ス

ヘシ 

 

光所ハ再ヒ暗体色料ヲ以テ上

彩シ 或ハ最モ近キ部ハ一片

葉ヲモ描ク程ニ十分竣成スヘ

シ 

 

明るい部分は、不透

明な色合いで加筆

され、全体はより完

成に近づく。 

実際は、とても近い

部分は、個別の葉を

描いても良い。 

223)  these parts should，when dry，

be slightly glazed over，

otherwise they will be 

wanting in richness when 

opposed to the portions 

already glazed． 

且ツ斯クノ如ク上彩セ

ル部ハ 再ヒ亦タ希薄

ノ潤色ヲ施ス 

然ラサレハ色勢全部ノ

平衡ヲ得サレハナリ 

 

且ツ斯ノ如ク上彩セル部ハ 

再ヒ又稀薄ノ重潤ヲ施ス 

然カラサレハ色勢全部ノ平衡

ヲ得ル 能ハス 

これらの部分は乾

燥すれば、少しグレ

ーズしなければな

らない。 

さもなくば、他の部

分が既にグレーズ

されている場合に、

深さに欠けるであ

ろう。 

224)  On very hot days I have 

frequently glazed studies a 

few hours after painting 

them． 

(翻訳省略) 

暖温ナル日ニハ下層ノ

着色ヲナシ後チ 暫時
ざ ん じ

268ニシテ(習作に)潤色

ヲ施シ得ルコトヲ屡々
しばしば

径験セリ 

(翻訳省略) 

暖温ナル日ニハ下層ノ着色ヲ

ナス後チ 暫時
ざ ん じ

ニシテ(習作に)

重潤ヲ施シ得ルコトヲ 屡々
しばしば

實

駿(ママ)セリ 

とても暑い日は、描

いて数時間後には

習作にグレーズを

することが良くあ

る。 

                                                   
267 最トモ(坂) 
268 しばらくの間の意 
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225)  A few studies made in this 

manner will render it easy to 

paint a whole tree，and having 

acquired the power it will be 

easy to paint others behind it， 

always bearing in mind that 

as they retire care must be 

taken to reduce the touch in 

size，texture，and strength of 

colour，and also in the 

quantity of detail． 

(翻訳省略) 

右ニ述フルノ方法ヲ僅

カニ熟練セハ 速ニ 269

一幹樹ヲ寫シ 270得ルコ

ト容易ニシテ 其後辺

ニ於ケル他樹ヲモ又同

時ニ画クヲ得ヘシ 

但シ此樹木ハ 稍々
や や

遠隔

セルヲ以テ 形状(筆触

の大きさやテクスチャ

ー)濃淡ニ注意シ 精微

ニ見ヘサルノ趣ヲ取ル

ヲ切要トス 

右ニ述フルノ方法ヲ以テ少シ

ク熟練セハ 一幹ノ樹ヲ寫ス

カ如キハ容易ノコトナラン 

且ツ 其後邊ニ於ケル他樹ヲ

モ又同時ニ描クコトヲ得ルヘ

シ 

但シ其遠近ニ從ヒ其形状ノ精

粗濃淡及ヒ色采ノ強弱ヲ商量

スルコト緊要ナリ 

 

この方法によって、

少し習作を描けば、

背後にある他の木

をたやすく描く力

を得ることが出来

るであろう。 

後退する木を描く

には、筆触の大きさ

やテクスチャー、色

の強さ、細部の描き

こみ具合などに常

に気をつけるべき

である。 

226)  Painting trees in motion is a 

far more difficult thing； 

it is too seldom attempted，

especially combined，with high 

finish． 

 

 

(翻訳省略) 

風ノ為ニ 271動揺セル樹

木ヲ描クハ甚タ難キモ

ノニテ(特に重ねて描き、

高度な仕上げをなすも

のは、めったに試みられ

ることは無い) 

 

 

 

 

 

斯ル趣 272キヲ前条ニ述

フルカ如ク先ツ静止セ

ル趣 273キヲ些細
さ さ い

ニ学ヒ 

以テ動揺シテ形ノ変化

スル有様ヲ分別スヘシ 

(そして、形の混ざり合い

混乱した要素が動きの

意図を伝える) 

 

(翻訳省略 追加説明) 

樹木ヲ寫スニ其動揺セ

ル樣ハ更ニ難シ 

畢竟静止セルトキノ如

ク 精細詳密ニ臨摸ス

可ラサル者ナレハナリ 

(特に重ねて描き、高度な

仕上げをなすものは、め

ったに試みられること

は無い) 

動く木を描くのは、はる

かに難しい。 

特に重ねて描き、高度な

仕上げをなすものは、め

ったに試みられること

は無い。 

                                                   
269 速カニ(坂) 
270 写シ(坂) 
271 為メニ(坂) 
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227)  The best introduction to it is 

the painting studies such as I 

have just described， as he 

who is most intimately 

acquainted with the various 

characters of trees in repose，

will be most capable of 

discriminating the alterations 

produced by action， 

and that mingling confusion of 

form essential in conveying the 

idea of motion． 

 (翻訳変更) 

其之ヲ得ルニハ初メ先

ツ 其状ヲ寫セル粉本

ニ依リテ學習シ 其變

化ノ有樣ト混亂錯綜セ

ル趣ヲ攻究シ其動揺ノ

意ヲ得ルヲ必要トス 

(そして、形の混ざり合い

混乱した要素が動きの

意図を伝える) 

 

最良の手引は、私が少し

前に述べたことである。 

それは、静止した木の

様々な特徴を得ること

で、動きによる変化を区

別出来る様になるであ

ろう。 

そして、形の混ざり合い

混乱した要素が動きの

意図を伝える 

p.23 

228)  After the above study more 

advantage will，in my 

opinion，be gained by 

watching objects thus 

influenced，and then 

painting for a short time 

from the impression made on 

the memory，frequently 

referring to the object a fresh 

impression． 

且ツ 274風吹ノ時ヲ得テ

樹木形状 275ノ趣 276ヲ窺

ヒ 能ク記臆シテ画ク

ヘシ 

但シ再三其時ニ当リ 

形状ノ変現ヲ熟察スル

ヲ要ス 

 

斯ル學習ヲナシタル後

チハ 實際ニ就テ其自

然ノ状態ヲ観察シ其心

上ニ感受セル所ノ意ヲ

以テ直ニ描寫ヲ試ムヘ

シ 

然ルトキハ遂ニ記臆セ

ル所ヲ以テ容易ニ寫シ

出スコトヲ得ルニ至ラ

ン 

上記の練習をした後では、

私の考えでは、モチーフを

観察することで感化され、

記憶による印象から短時

間で描くことが出来ると

考えられる。 

対象からの絶え間ない観

察が新鮮な印象をもたら

す。 

229)  It is evident that in such 

cases it would be useless to 

select parts for laborious 

imitation，there being no 

possibility of seeing them 

distinctly． 

(翻訳省略) 

 

實ニ斯ノ如キ有樣ハ一

部一片ヲ取リ刻々臨模

ヲナシ得ヘキニアラサ

ルナリ 

このような場合、部分をは

っきりと観察することは

不可能であるから、骨の折

れる模倣のためにそれら

を選ぶことは役に立たな

いであろう。 

                                                                                                                                                     
272 赴(岡) 
273 赴(岡) 
274 且(坂) 
275 樹形(坂) 
276 赴(岡)趣キ(坂) 
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230)  These observations will be 

understood to apply chiefly 

to the painting trees situate 

in the foreground of a scene． 

以上述フル所ノ者ハ皆

ナ 前景ニ適当セル樹

木ヲ描クノ方法ヲ示ス

モノナリ 

 

以上説示スル所ノ畫樹

ノ方法ハ専ラ前景ニ適

用スル者ナリ 

これらの意見は主に、画面

の前景に位置する木に当

てはまることが理解され

るであろう。 

一行あけ 

231)  Presuming the student to 

have acquired the power of 

imitating correctly the 

various trees，the different 

weeds and grasses，broken 

ground，rocks，stones，&c． 

学者既ニ各種ノ樹木

雜艸
ざっそう

277及ヒ土 崖
ガン

岩石

等ヲ正シク描写スルノ

力ヲ得タル後チハ 

 

 

道路原野及ヒ濱岸等ノ

如キ平面ヲ模スルコト

ヲ 

企 E

くわだ

Aウヘシ 

其他前景ト中景ノ間ニ

位置ヲ占ムル平地ノ

趣 278ヲ取リ模写スヘ

シ 

(翻訳省略) 

學者既ニ各種ノ樹木雜草

土坡岩石等ヲ正シク模寫

スルノ力ヲ得タル後ハ 

 

 

道路原野及ヒ海濱等ノ如

キ平面ヲ模スルコトヲ 企
くわだ

ツヘシ 

其位置ハ前景及ヒ中景(ノ

間)ニ於ケル者ヲ撰ムヘシ 

学生が、様々な木、雑草、

荒れた地面、岩、石等を正

確に描く力を得たとしよ

う。 

 

232)  I shall now advise him to 

attempt horizontal planes 

such as roads，fields，and 

other flats，as commons，sea 

shores，&c．，selecting those 

which intervene between the 

foreground and middle 

distance． 

私は、次に道、野原、その

他のいわゆる海岸等の水

平な平面を描くよう助言

しよう。 

それは、前景と中景の間を

選ぶべきである。 

233)  Roads vary in colour，

drawing，texture，&c，such 

variety being occasioned by 

the material of which they 

are made，and the 

circumstances to which they 

are subjected，it is therefore 

impossible to give accurate 

rules for painting them． 

道路ハ其形状色彩及ヒ

靣 279ノ粗密二於テ

種々変化アリテ 其物

質ト土地ノ模様ニ係ハ

ルヲ以テ其描法ノ明瞭

ナル規則ヲ示スコト

不能
あたわざる

280モノトス 

 

道路ハ其形状色彩及ヒ面

ノ粗密二於テ種々變化ア

リテ 其變化ハ物質ト土

地ノ模樣ヨリ生スルカ故

ニ 其描法ノ明瞭ナル

規矩
き く

ヲ示スコト能ハサル

モノトス 

 

道は、色や、パターン？、

テクスチャー等が変化に

富んでいる。 

それは、素材や、影響を受

ける環境によってもたら

される。 

それゆえ、それを描く正確

なルールを示すのは不可

能である。 

                                                   
277 雑草(坂) 
278 赴(岡)、趣キ(坂) 
279 靣(坂) 
280 能ハサル(坂)  
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234)  In low damp situations，

where the heat of the sun 

seldom penetrates，the parts 

will be darker than where 

the sun reaches，and 

consequently the parts are 

well drained． 

(翻訳省略) 

土地 低昻
ていこう

ニシテ(ほと

んど日が射さない) 

露濕 E

ろ し つ

Aセル処ハ 280F

281 

(日が射し、そのためよ

く乾く所よりも) 

色暗黒ナルヘシ 

(翻訳省略) 

低地濕地ニシテ 日光ノ

照スコト稀ナル塲所ハ(日

が射し、そのためよく乾く

所よりも) 

其色暗黒ナルヘシ 

ほとんど日が射さない低

湿地は、日が射してよく乾

く所よりも暗い。 

p.24 

235)  The surfaces when moist being 

more affected by passing 

cattle，carts，&ｃ．，the 

markings，will be more 

prominent，the general surface 

more broken by irregularities； 

家畜及ヒ小車ノ類通過

スルヨリ 泥濘ヲ蹂躙

シ地面著シク凹凸ヲ生

ス 

 

此ノ如キ濕地ハ 家畜

及ヒ小車ノ類ノ爲メニ

泥濘ヲ蹂躙シ地面著シ

ク 凸凹
でこぼこ

ヲ生シ 

 

 

着色粗糙ニシテ天空ノ

色ヲ射照シ道路ハ前景

ヨリ遠カルニ從ヒ色勢

ヲ減シ形状ノ凸凹ヲ不

分明ナラシム 

地面は、湿っているとき牛

や、荷車等が通過すること

で跡がよりはっきりし、全

般に不規則に荒れる。 

236)  the texture should，under such 

circumstances，be rougher，and 

the colour will be more affected 

by the reflection of the sky：as 

roads recede from the 

foreground they should be 

reduced in the degree of 

colour，texture，and 

distinctnessof form，size，&c． 

斯ル場所ニハ着色 粗糙
そ そ う

ニシテ天空ノ色ヲ射照

シ 道ノ前景ヨリ退ク

ニ従ヒ色勢ヲ減シ形状

ノ凹凸ヲ不分明ナラシ

ム 

 

このような場合、テクスチ

ャーはより荒く、色は空の

反射に影響される。 

また、道は前景から遠ざか

るにつれて、色や、テクス

チャー、明瞭さ、大きさ等

が減少する。 

 

237)  The lights and shadows should 

here，as in every other 

instance，be FIXED at a given 

time，by laying in the shadows 

with umber； 

(翻訳省略) 

日光陰陽ハ(他の全ての

場合と同様に、)アムバ

ー282ヲ用ヒ 眞ニ 283其

場ニ於テ定ムヘシ 

(翻訳省略) 

陰影ニハ(他の全ての場

合と同様に、)アムバーア

ヲ用ヒ直ニ其時ニ於テ

決定スヘシ 

この明暗は、他の全ての場

合と同様に、一度に、アン

バーで影を塗る。 

                                                   
281 所ハ(坂) 
282 アンバー(坂) 
283 真ニ(坂) 
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238)  but in finishing the road，solid 

texture must be introduced in 

them，and then transparency 

produced by glazing them 

afterwards． 

但シ其竣成ニハ潤色法

ヲ施スヲ以テ 預
あらかじ

メ 284

下層ノ着色ヲ粗荒ナラ

シメ堅固ニ乾燥スルヲ

要ス 

但シ其竣成ニハ重潤法

ヲ施スヲ以テ豫メ下層

ノ着色ヲ粗荒ナラシメ

堅固ニ乾燥スルヲ要ス 

 

しかし、道を完成するに

は、厚塗りの絵具層を塗

り、その後グレーズによる

透明層を施す。 

 

239)  The shadows should be more reduced in 

colour than the lights；should be darker in 

the near parts，and sharp in their outlines， 

particularly when caused by a perfectly 

opaque body． 

(翻訳省略) 

隂影ノ色ハ光所ノ色ヨリ軟弱ナレ

トモ 近キ部ハ暗黒ニシテ形状鋭

トク 

(特に完全に不透明な物はそうで

ある) 

樹木雲煙等ヨリ遠サカレル285隂

ノ輪囲ハ鈍ク 境界ヲ限ラス必ラ

ス286稀弱ナルヘシ 

光ノ明瞭ニ輝カサル287所

ノ288(不透明)物形ノ隂モ亦タ289

右ノ如キ趣290ヲ取ルヘシ 

(翻訳省略) 

隂影ノ色ハ光所ノ色ヨリ軟弱ナレ

ドモ 近キ部ハ暗黒ニシテ形状鋭

キヲ要ス 

(特に完全に不透明な物はそうで

ある) 

影部は、明部よりも色が弱い。 

また、手前のものはより暗く、輪郭

線がはっきりしている。 

特に完全に不透明な物はそうであ

る。 

240)  When caused by trees，smoke，clouds，or 

other semi‐transparent substances，the 

shadows will not cut so much and will be 

lighter‐the same applies in cases where 

they are caused by opaque substances 

somewhat removed from the part shaded． 

(翻訳省略) 

樹木雲煙等ヨリ起レル陰影ノ外圍

ハ鋭キ限界ナキヲ可トス 

必ス稀弱ナルベシ 

光ノ強ク輝カザル所ノ(不透明)物

形ノ蔭モ亦 是レト同ジカルベシ 

木や煙、雲又他の半透明な物体にお

いて、影はそれほどはっきりせず、

より明るいであろう。同じことは不

透明な物体がいくらか影になってい

る場所から除かれたときにも当ては

まる。 

241)  When the road is 

painted，glazing will give 

the textures，roughness，

&c．，as in broken 

ground． 

(翻訳省略) 

道路ヲ画クニハ 291(荒れた地

面として) 必ラス 292潤色法

ヲ以テ面ノ粗密(等)ヲ現ス 

(翻訳省略) 

道路ヲ描クニハ(荒れた地

面として)必ス重潤法ヲ以

テ面ノ粗密(等)ヲ現ス 

道を描くには、グレーズす

ることで、テクスチャーや

荒さ等を荒れた地面とし

て表現される。 

                                                   
284 豫メ(坂) 
285 遠レル(坂) 
286 必ス(坂) 
287 ｢輝カザル｣(岡)であるが、｢輝カサル｣(坂)とした。 
288 所ハ(坂) 
289 亦(坂) 
290赴(岡)、趣キ(坂) 
291 画

．
クニハ(坂)とあり、欄外に描

．
とある。 

292 必ス(坂) 
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242)  The various colours of 

roads may be obtained by 

mixtures of Indian red，

broken with(white in all 

cases)umber and lake，as 

in some parts of 

Devonshire． 

(翻訳省略 翻訳変更) 

猶ホ 土崩
ど ほ う

ヲ描クトキノ如シ

色料ハ 鉄
インジヤン

丹
レット

293ト他色

ノ混合ヲアムバー及ヒレー

キヲ以テ破リタルモノ 

 

(それは、デボンシャーを表

現する) 

 

及ヒエルローヲーカー294ニ

赤ト白トヲ混合シ 或ハナ

プルスエルロー295ヲ混合ス

ルモノ又ハ白トバントシー

ンナ 296ヲ混合シアンバーヲ

以テ破リタル赤ト白トヲ混

合セルモノ インジヤンレ

ツト 297、黒、白ヲ混シシー

ンナ 298ヲ以テ破リタルモノ

等殆ト 299各種ノ色料ヲ仕用

シ 惣
そうじ

テ土質ノ色ヲ計リ必

ラス 300白ヲ混合スヘシ 

(かくて土の色は多様とな

る。) 

(翻訳省略 翻訳変更) 

猶土崩ヲ描ク時ノ如シ色

料ハ インジアンレッド

ト他色ノ混合ヲ アムバー

及ヒ レーキヲ以テ破リ

タルモノ 

(それは、デボンシャーを

表現する) 

 

及ビエローヲークルニ赤

ト白ヲ混シ或ハナプルス

エローヲ混合スルモノ又

ハ白トバルントシンナヲ

混合シアムバーアヲ以テ

破リタルモノ 赤ト白ヲ

混合セルモノ インジア

ンレット、墨 白ヲ混シシ

ンナヲ以テ破リタルモノ

等殆ント各種ノ色料ヲ使

用シ 惣
そうじ

テ土質ノ色ヲ計

リ必ス白ヲ混合スヘシ(か

くて土の色は多様とな

る。) 

道の様々な色は、インディ

アン・レッドに、常に白を

混ぜたアンバーやレーキ

を用いて彩度を落とす。 

 

それは、デボンシャー301を

表現する。 

また、イエロー・オーカー

は赤や白、またネープル

ス・イエローを混ぜること

で様々に変化させること

が出来る。 

バーント・シエンナは白を

混ぜ、アンバーによって彩

度を落とす。 

灰色は、赤と白で彩度を落

とす。インディアン・レッ

ドに黒と白を混ぜシエン

ナで彩度を落とす。 

実際ほとんどの色は白を

混ぜている。 

かくて土の色は多様とな

る。 

243)  Yellow ochre varied with 

red，white，or with 

Naples yellow‐Burnt 

sienna with white，

broken by umber ‐Grey 

broken with red and 

white‐Indian red，black 

and white，broken with 

sienna；‐indeed，almost 

every colour may be 

mixed with white，so 

varied are the tones of 

earth． 

p.25 

244)  In painting Fields the 

opaque colours are 

chiefly used． 

原野ヲ画ニハ 302 主トシテ

暗体色ヲ用ユ 

原野ヲ畫クニハ 主ト

シテ暗体色ヲ用ユ 

野原を描くには、主に不透

明色を用いる。 

                                                   
293 鉄

インジアン

丹
レット

 (坂) 
294 エローオークル(坂) 
295 ナプルスエロー(坂) 
296 バルントシンナ(坂) 
297 インジアンレット(坂) 
298 シンナ(坂) 
299 殆ント(坂) 
300 必ス(坂) 
301 イギリス南西部 
302 画クニハ(坂) 
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245)  In Green Fields beware 

of making them too green

‐as they recede，the 

colour must be reduced 

in intensity． 

緑草ノ野辺ヲ描クニハ慎テ

緑色ノ過度ナルヲ避クヘシ 

遠隔スルニ従ヒ 力勢漸次

ニ減却スヘシ 

綠草ノ野邊ヲ描クニハ 

勤メテ綠色ノ過度ナル

ヲ避クヘシ 

遠隔スルニ從ヒ 色ノ

勢力漸次ニ減却スヘシ 

緑の野原は、後退した場合

は緑が強すぎないように

気をつけ、色を弱めるべき

である。 

246)  You will have cold greens 

and warm greens； 

且ツ寒緑色ト暖緑色ヲ要ス 

 

且ツ寒綠色ト暖綠色ヲ

要ス 

 

冷たい緑色と暖かい緑色

を用いる。 

247)  the warm approaching to 

yellow；the cold to grey，

or blue． 

暖緑ハ黄ニ近ク 寒緑ハ素

白ナルモノト藍色ニ近キ者

ナリ 303 

暖ハ黄ニ近ク 寒綠ハ

素白ナルモノト藍色ニ

近キモノリ 

暖かい緑色は黄色に近く、

冷たい緑色は灰色や青に

近い。 

248)  The colour is much 

influenced by passing 

clouds，the time of year，

and the weather． 

(翻訳省略) 

又雲霧ノ通過スルト季節 304

又日ノ 305(大きく)晴曇ニ依

リ 色ノ変化ヲ起スヘシ 

(翻訳省略) 

又雲霧ノ通過スルト季

節及ヒ日ノ (大きく)晴

曇ニ依リ 色ノ變化

種々ナルヘシ 

その色は、雲の様子や時

節、天候に大きく影響され

る。 

249)  Grass in full ripe seed 

will appear at the top，of 

a warm reddish yellow 

(Naples yellow，white，

and red，) 

where sorrel is plentiful，

light red and white，or 

burnt sienna，&c．may be 

introduced； 

草実ノ 稔
じん

熟
じゅく

シタルモノハ

其葉ニ暖紅黄色ヲ現ハシ 

ナプルスエルロー306、白、紅

ヲ用ヒ彩色ス 

酸摸 E

ス イ ハ

ASarrl．306F

307 (東都ノ俗二

スカンポト称スルノ類カ 307F

308)

ノ繁茂セル趣 308F

309ニハ ライ

トレット、白、或 309F

310 バン

トスーンナ 310F

311ノ類ヲ用ユ 

野草ノ生熟シタルハ其

葉末ニ暖紅黄色ヲ顯シ

ナプルスエロー、白、紅、

ヲ用ヒ彩色ス 

AE酸摸 E

ス イ バ

A (東都ノ俗スカンポ

ウト稱フル 

類乎)ノ繁茂セル趣ニハ 

ライトレット白或ハ 

バルントシーンナノ類

ヲ用ユ 

草に完熟した種がある場

合は、暖かい赤色を帯びた

黄色を用いる。(ネープル

ス・イエロー、白、赤によ

る) 

スイバ(タデ科の多年草)が

茂っている場合は、ライ

ト・レッドと白、又はバー

ント・シエンナ等を用い

る。 

                                                   
303 近キモノナリ(坂) 
304 「気候」(岡)であるが、英語原文によると“The colour is much influenced by passing clouds，

the time of year，and the weather．”であるので、「季節」(坂)が正しい。 
305 日(坂) 
306 ナプルスエロー(坂) 
307 SARRL(坂) 
308 東部ノ俗語スカンポト称スルノ類乎

か

(坂) 
309 赴(坂) 
310 或ハ(坂) 
311 バルンシンナ(坂) 
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250)  where the buttercup is 

seen in profusion‐

chrome yellow，or Naples 

yellow． 

エンコー草 312 Buttercap313

ノ生茂セルニハ クローム

エルロー314及ヒナプルスエ

ルロー315ヲ用ユ 

エンコウサウノ生茂セ

ルニハ クロームエロ

ー及ヒナプルスエロー

ヲ用ユ 

 

きんぽうげ(キンポウゲ科

の多年草)が茂っている場

合は、クローム・イエロー

又はネープルス・イエロー

を用いる。 

251)  When dried by heat 

and want of rain，the 

otherwise greens and 

yellows may be 

broken and reduced 

by the introduction of 

either browns or 

reds，white of course 

being the basis of 

such tints． 

(翻訳省略)(翻訳間違い) 

炎熱及ヒ雨露ノ缼乏ヨリ 乾枯
か ん こ

セルトキハ 緑色紅色共ニ 

鳶色及ヒ赤色ノ類ヲ和シ以テ

変色セシム 

但シ斯ル色ニハ常ニ混(白を)

用スヘシ 

暑熱又ハ雨露ノ缼乏ヨ

リ 乾枯
か ん こ

セル時ハ 綠色

黄色共ニ 鳶色及ヒ赤

色ノ類ヲ和シ以テ變色

セシム 

但シ斯ル色ニハ常ニ白

ヲ混用スヘシ 

乾燥して雨を欲するような

場合、またそうでなくても、

緑色と黄色に茶色や赤を混

色して退色させる場合は、白

色を基本色として用いる。 

252)  Ploughed fields vary 

according to the 

nature of the soil；if 

near the eye the 

texture should be 

rough． 

耕作セル地ハ其土質ニ従ヒ変

化アリテ 麦田ノ如キ近ク之

ヲ 316見レハ 地面凹凸粗糙ナ

リ 

耕作セル地ハ其土質ニ

從ヒ變化アリ 麥田ノ

如キ近ク之ヲ見レハ 

地面ノ凸凹粗糙ナリ 

耕した野原は、土の質によっ

て変化に富む。 

眼の近くにあれば、テクスチ

ャーが荒いであろう。 

253)  ‐Corn fields．‐ (翻訳省略) (翻訳省略) ‐麦畑- 

                                                   
312 江んこー艸(岡)であるが、エンコー草(坂)を表記した。 
313 BUTTERCAP(坂) きんぽうげのこと。 
314 クロームエロー(坂) 
315 ナプルスエロー(坂) 
316 之レヲ(坂) 
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254)  Unripe oats are of a 

cold greenish grey；

(blue black，and 

Naples yellow，with 

perhaps a little 

blue，) 

when ripe，white and 

Naples yellow，varied 

by a little yellow 

ochre． 

未熟ノ麦田ハ素白ナル寒緑色

ニシテ 黒 青
ブリユーブラツク

317、 淡
ナプルス

黄
エルロー

318ニ僅少ノ藍ヲ混和ス 

既ニ熟シタルトキハ 白ニナ

プルスエルロー319ヲ用ヒ エ

ルローヲーカー320ニ和シテ少

ク 321変化ヲ生セシム 322 

麥田ノ未タ生熟セサル

間ハ 素白ナル寒綠色

ニシテ ブリユーブッ

キ ナプルスエローニ

僅少ノ藍ヲ混和ス 

既ニ熟シタル時ハ 白

ニナプルス黄ヲ用ヒ 

エルローヲークルニ和

シテ少シク變化ヲ生ス 

未熟の麦は、冷たい緑がかっ

た灰色である。 

(ブルー・ブラック、ネープ

ルス・イエローにおそらく少

量の青を混ぜる) 

熟していれば、白とネープル

ス・イエローに少量のイエロ

ー・オーカーを混ぜることで

変化をつける。 

255)  The rich golden hue 

of ripe wheat will 

require the Naples 

yellow，raw and 

burnt sienna． 

小麦ノ豊熟セル淡美ナル黄金

色ヲ現ハスニハナプルスエル

ロー323、ローシーンナ 324及ヒ

バーントスーンナ 325ヲ用ユ 

小麥ノ豊熟シタル黄金

色ヲ顯スニハナプルス

エロー、ローシーナ及ヒ

バルントシーナヲ用ユ 

熟した麦の豊かな黄金色を

作るには、ネープルス・イエ

ロー、ロー・アンバーとバー

ンと・アンバーを用いる。 

256)  The rough appearance of the ear 

may be well expressed in the 

mass，by a solid，rough texture 

being first laid on in 

perpendicular touches，and when 

dry，dragged upon in a 

horizontal direction；thus 

conveying the appearance 

presented by a large number of 

ears collected together． 

(翻訳省略) 

麦穂ノ粗荒ナル有様ハ

暗体色ヲ濃厚 326ニ点

シ(荒いテクスチャー

を垂直のタッチで塗

り) 乾燥セル後 其

上面ニ再ヒ横向ニ筆

ヲ 拽
ひ

キ無数ノ穂実ノ

集リタル様ヲ模ス 

 

 

麥穂ノ粗荒ナル有樣ハ

暗体色ヲ濃厚ニ布着シ 

筆ハ 聯々
れんれん

縦ニ仕用シ 

乾噪セル後チ 其上面

ニ再ヒ横ニ筆ヲ 拽
ひ

キ

無数ノ穂實ノ集リタル

樣ヲ模ス 

 

穂の荒い表現は、最初に厚

塗りの荒いテクスチャー

を垂直のタッチで塗り、乾

いてから水平方向に筆を

引きずることでよく表わ

される。 

このようにして、無数の穂

が集まっている様子が表

現できる。 

                                                   
317 黒 青

ブリユーブラッキ

(坂) 
318 淡

ナプルス

黄
エロー

(坂) 
319 ナプルスエロー(坂) 
320 エローオークル(坂) 
321 少シク(坂) 
322 生ス(坂) 
323 ナプルスエロー(坂) 
324 ローシンナ(坂) 
325 バルントシンナ(坂) 
326 ｢ヲ用ユ 麦穂ノ粗荒ナル有様ハ暗体色ヲ濃厚｣以上(坂)欠落。英語原文では、“…will require 

the Naples yellow，raw and burnt sienna．The rough appearance of the ear may be well 

expressed in the mass，by a solid，rough texture being first laid on…”が該当する。 
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257)  Where the poppy prevails，in the 

near parts use vermillion，in the 

more retiring parts put lake and 

white with the red． 

又タ罌栗花ノ散布セル

ニ近キ部ハ朱ヲ点シ稍

ヤ遠ケレハレーキト白

ヲ以テ摸寫 327ス 

又 罌子
け し

ノ花畑ノ如キ

部ハ朱ヲ點シ稍ヤ遠ケ

レハレーキト白ヲ以テ

ス 

 

芥子が広がっている時は、

近い部分はヴァーミリオ

ンを用い、遠くはレーキと

白に赤を混ぜる。 

p.26 

258)  Where the lights are very bright，

lay on the colour very thickly；even 

in the distant parts，and in the 

distance， 

keep one general degree of flatness 

without sudden irregularities in 

the textures，or the colour 

其日光輝照セル部ハ

色料ヲ濃厚ニ粘着シ 

稍ヤ遠キ部ト雖

モ 328又タ 329斯
か

クナ

スヘシ 

只タ着色少シク平滑

ナルヲ要ス 

其輝照セル部ハ色

料ヲ濃厚ニ粘着シ 

稍ヤ遠キ部ト雖ト

モ又 斯
か

クナスヘ

シ 

只々着色少シク平

滑ナルヲ要ス 

光がとても明るい部分は、絵具

をとても厚く塗る。 

それは、遠くにあってもそうす

る。 

しかしテクスチャーや色に突

然の不ぞろいが無いようにし

て、ある程度平滑にする。 

                                                   
327 摸写(坂) 
328 雖トモ(坂) 
329 又(坂) 
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259)  ‐in a country divided by hedges 

or walls，care must be taken to 

conceal the lines by softening 

them，and partially uniting them 

with the fields， 

and the more they retire into 

distance the more this should be 

practiced，as the greater the 

distance between a foreground and 

a distant object，the greater will be 

the quantity of atmosphere，and 

the tendency of this atmosphere is 

to render objects indistinct．The 

more distant they may be the more 

undefined they will appear． 

(翻訳省略) 

田畑ノ境界ノ 障
しょう

垣
えん

330

ヲ描クニハ 其 障垣
しょうえん

ノ直線ヲ処トシテ

ハ 331(弱めて)隠蔽シ其

趣 332ヲ 瀟洒
しょうしゃ

ナラシム 

殊 E

こと

Aニ 332F

333
AE巨离 E

き ょ り

A333F

334ノ遠サ

カルニ従ヒ 空気稠密

ナルヲ 334F

335以テ A E 垣墻 E

えんしょう

Aノ

線隠現 335F

336不定ナル趣 336F

337

キニ注意スヘシ 

空気ハ 巨离
き ょ り

ヲ隔ツニ従

ヒ厚密トナルヨリ 物

形ヲ 338曖昧ナラシムル

者ナリ 

 

田畑ノ境界ノ 垣墻
えんしょう

ヲ

描クニハ 其 垣墻
えんしょう

ノ

直線ヲ所トシテ隠蔽シ

其直線ノ嚴正ナルヲ破

リ 洒落
し ゃ ら

ナル趣ヲナス 

殊 E

こと

Aニ距離ノ遠サカル

ニ從ヒ 空氣稠密ナル

ヲ以テ A E 垣墻 E

えんしょう

Aノ線隠現

不定ナル趣ニ注意スヘ

シ 

空氣ハ距離ヲ隔ツニ從

ヒ稠密トナルヨリ 物

形ヲ曖昧ナラシムルモ

ノナリ 

生垣や壁によって仕切

られた田舎を描くに

は、輪郭線を弱めて隠

し、部分的に地面と繋

げる配慮をすべきであ

る。 

遠ざかるほどこれを行

うべきである。 

そして、前景と遠景の

距離が大きくなるほ

ど、大気が重なり、対

象を不明瞭にする。 

遠くになるほど、不明

瞭になる。 

 

260)  In mid‐day，when the sun is 

powerful，its light acting on 

this atmosphere produces a 

hazy，light，dazzling and 

greyish effect． 

昼間ニハ 339日光強キ故 空

気 340ニ相映スルノ色彩素白

ニシテ明曚
めいもう

341 目ヲ眩惑ス

ルノ趣 342アリ 

晝間 E

ひ る ま

Aニハ日光強ク空

氣ニ相映スルカ故ニ 

天色素白ニシテ AE明曚 E

めいもう

A

人目ヲ眩惑スルノ趣ア

リ 

白昼、太陽が強いとき

は、その光が大気に作用

して、霞がかかりまぶし

く灰色の効果がある。 

                                                   
330 坦(岡)、(坂)だが、英文は“in a country divided by hedges or walls”であるので｢垣｣が正し

い。生垣や壁の意。 
331 処トシテ(坂) 
332 赴(岡)、趣キ(坂) 
333 殊トニ(坂) 
334 距離(坂) 
335 稠密スルヲ(坂) 
336 線隠(坂) 
337 赴(岡) 
338 ｢巨离

き ょ り

ヲ隔ツニ従ヒ厚密トナルヨリ 物形ヲ｣以上(坂)欠落。英語原文では、“the greater will 
be the quantity of atmosphere，and the tendency of this atmosphere is to render objects 
indistinct．”である。 

339 昼間ハ(坂) 
340 空氣(坂) 
341 明るくぼんやりとした様の意 
342 赴(岡) 
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261)  In the evening，when the sun 

is lower，it partakes of 

yellow；still later it becomes 

orange，and just before the 

sun sinks below the horizon，

it frequently appears a red‐

it must， therefore，be borne 

in mind that the directions 

given to paint green fields or 

any other objects， 

have reference to their 

appearance in the middle 

part of the day 

(翻訳重複) 

夕陽ハ日低 343クシテ藍色ヲ

分領シ 其後又 橙
とう

黄
おう

ヲ呈

シ  將
まさ

ニ 344地平線ニ 345

没セントスル頃ハ 屡々
しばしば

赤色

ヲ現シ 黄色ト見ヘ或ハ橙

黄色ヲ現ハスコトアリ 

太陽將ニ 346地平 347ニ没セン

トスルノ前ニ至レハ 原野

ハ屡々赤色ヲ帯フヘシ 

今前条ニ述ヘタル原野及ヒ

其他 348ノ物形ノ描法ハ全ク

日中ノ有様ヲ示スモノト知

ルヘシ 

夕陽ハ日輪低クシテ天

色黄ヲ含ミ 暫クシテ

又 橙
とう

黄
おう

ヲ呈シ 

將 E

まさ

Aニ地平ニ没セント

スル頃ハ A E屡々 E

しばしば

A赤色ヲ

現スヘシ 

前條ニ述ヘタル原野及

ヒ其他ノ物形ノ描法ハ 

全ク日中ノ有樣ヲ示ス

モノト知ルヘシ 

夕方太陽が低くなると、

黄色になり、さらにその

後橙色になる。 

そして地平線に沈む直

前、赤く見えることが良

くある。 

それゆえ、緑の野原や他

の全ての対象はそのよ

うに塗るべきである。 

その描き方は、日中の様

子を参考にする。 

262)  ‐in early morning，green 

fields may，from the presence 

of dew，appear grey； 

朝ハ原野露ヲ帯フルヲ以テ

緑色素白ナリ 

 

朝ハ草原露ヲ帯フルヲ

以テ綠色素白ナリ 

 

早朝は緑の野原は露に

よって灰色を示す。 

263)  in the evening，the same 

fields may appear yellow，or 

orange， 

and at twilight their colour 

would be perhaps so much 

reduced as to be rendered by 

umber，black and white； 

(翻訳省略) 

夕ニ 349至レハ黄色或ハ橙黄

ヲ現ハス 

黄昏 E

たそがれ

Aニ及ヘハ右黄色ハ(おそ

らくとても)減却シテアムバ

ー、黒、白等ヲ右ニ混セル 349F

350

色アリ 

(翻訳省略) 

夕ニ至レハ黄色或ハ橙

黄ヲ顯ハス 

AE黄昏 E

たそがれ

Aニ及ヘハ黄色ハ

(おそらくとても)減却

シテアムバー黒白等ヲ

混スルノ色アリ 

 

夕方には、同じ野原が黄

色や橙色になる。 

夕暮れには、おそらくと

ても色が弱くなり、アン

バー、黒、白によって表

す。 

 

                                                   
343 抵(坂) 
344 將サニ(坂) 
345 地平ニ(坂) 
346 將サニ(坂) 
347 「地下」(岡)であるが、英語原文によれば“…and just before the sun sinks below the horizon，

it frequently appears a red‐it must， therefore，be borne in mind that the directions 
given to paint green fields or any other objects，”であるので、「地平」(坂)が正しい。 

348 其ノ他(坂) 
349 「他ニ」(坂)であるが、英語原文によれば“in the evening，the same fields may appear yellow，

or orange，”であるので｢夕ニ｣(岡)が正しい。 
350 混スルノ(坂) 
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264)  being deprived of their local 

colour by the partial absence 

of light． 

 

(追加説明) 

黄昏ハ日光稍 351ヤ消却スル

ヨリ 物体固有ノ色 352ヲ混

合シ成ル者ニ 353 

少許ノ紅ヲ和用ス 354 

且ツ黄昏ハ日光大ニ消

滅スルヨリ 物体固有

ノ色ヲ失フヘシ 

 

 

部分的な光の不足で固

有色は失われる。 

少量の紅(レーキ系か)を

混ぜて描く。 

目次 Heaths and Moors 

265)  In Painting Heaths or Moors，

the observations，respecting 

textures，&c．，already made 

should be attended to． 

(翻訳省略) 

 

草 E

くさ

AAE叢 E

むら

Aノ類ヲ描クニモ

前述ノ諸法ヲ以テ着色

ノ 厚薄濃淡ヲ計ルヘ

シ 

ヒースなどの生い茂った荒野

や湿地を描く場合、テクスチャ

ー等についての意見は既に出

てきたので、留意すべきであ

る。 

p.27 

266)  Use browns，reds，lakes，

purples，and yellows，broken 

by greys，the distant parts 

being composed of more solid 

opaque painting，and the 

richer and nearer parts having 

more transparency． 

(翻訳省略) 

 

顔料ハブラヲン、レーキ、

レッド、ポルプル及ヒ黄色

ノ者ヲ用ユ 

或ハ此等ノ諸色ヲ破ルニ

灰色ヲ用ユ 

遠隔セル所ニハ一段濃厚

ニシテ堅キ顔料ヲ用ヒ近

景ニハ一段透明ナル諸色

ヲ用ユヘシ 

以上ノ描法ハ 多分近景

ノ樹法及ヒ其他ノ景地ニ

係ル者ナリ 

距離の離れた部分は、灰

色によって彩度を落と

した茶色や赤色、レー

キ、紫色、黄色を用いて、

厚塗りの不透明な描写

を行い、色が鮮やかであ

ったり近くであったり

する部分はより透明に

描写する。 

267)  We will now consider Trees as 

seen in the middle distance． 

(翻訳省略) 

 

以下中景ノ樹木ヲ摸スル

ノ法ヲ述ヘン 

次に中距離に見られる

樹木について考察しよ

う。 

268)  Foliage，like all other parts of 

landscape，will be reduced in 

its detail by distance，both as 

respects form，and colour； 

(翻訳省略) 

 

中景ノ樹葉ハ景色ノ他ノ

部分ト等シク距離に應シ

其形状設色共稍ヤ畧スル

處アリ 

葉の茂みは、風景におけ

る他の全ての物のよう

に、距離によって細部が

省略され、形態や色彩も

同様に弱まる。 

                                                   
351 減

．
(坂)とあり、枠外に稍

．
の記述 

352 物品固有色(坂) 
353 モノニ(坂) 
354 紅ヲ和シ用ユヘシ(坂) 
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269)  the outline being treated as a 

simple line，somewhat 

irregular，and occasionally lost 

or concealed‐no attempt must 

be made to imitate single 

leaves as described in painting 

the foreground trees； 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

其輪郭ハ單一ニシテ(いく

らか不規則に表す。そして

時々消す。前景の樹木のよ

うに)一片葉ヲ描カス 

 

輪郭線は簡単な線で、い

くらか不規則に表す。そ

して時々消す。前景の樹

木のように個々の葉を

描いてはならない。 

270)  the trunks will be visible 

occasionaly(occasionally スペル

ミス)，chiefly at the bottom，

where there is no foliage，and 

perhaps a little so where they 

appear against the sky； 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

幹ハ多分下方ニ(葉が無い

ところで、)顯レ或ハ天空

ノ透徹セル部ニ少シク現

露スルノミ 

樹木の幹は主に底部の

葉が無いところで、恐ら

く空を背景に少し見え

るときもある。 

271)  they should be laid in in a 

broad，general flat mass 

somewhat transparent and 

brown； 

(翻訳省略) 

 

其樹葉ハ 扁平ニ□透明ナ

ル鳶色ヲ以テ地ヲナシ 

 

暗体色ヲ以テ群葉ヲ描キ 

僅カニ色ノ強弱ヲナシ 

以テ淡濃凸凹ヲ示ス 

それは広く大まかに平

面の塊でいくらか透明

な茶色に塗るべきであ

る。 

272)  over this ground the masses of 

leaves should be painted with 

opaque colour，slightly 

defined，and varied in colour，

and strength； 

(翻訳省略) 

 

この下塗りの上に不透

明な絵具でやや形を決

めながら様々な色や強

さで描くべきである。 

273)  the more distant the part，the 

greater quantify of grey should 

be introduced； 

(翻訳省略) 

 

距離ヲ隔ルニ從ヒ素白ノ

色ヲ増加ス 

より遠くの部分はより

多くの灰色を混ぜるべ

きである。 

274)  Tere verte，black，and Naples 

yellow；‐for the darker parts

‐raw sienna，with black and 

Naples yellow． 

(翻訳省略) 

 

テルレベルテ 黒 ナプ

ルスエロー等ヲ用ユ 

暗部ニハ黒トナプルス 

ニ ローシンナ ヲ混用

スベシ 

使用する絵具はテール

ヴェルト、黒色、ネープ

ルスイエロー。暗い部分

はローシンナに黒やネ

ープルスイエローを混

ぜたものである。 
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275)  In painting a wood，composed 

as it is of many trees，it should 

be laid in in large，flat masses，

and as it increase in distance，

the transparency of the ground 

should be made less evident by 

introducing more opaque 

colour； 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

中景ノ森林ハ 色ノ扁平

ナル塊積ヲ以テ欝蒼繁茂

セル趣ヲ寫シ 遠サカル

ニ從ヒ透明色ヲ減シ(下塗

りの透明感は明らかに弱

まる。) 多分暗色ノミヲ

以テ着色シ 

且ツ 樹々ノ形状錯雜ス

ルヲ要ス 

多くの樹木から成る森

を描くには、大きな平面

的な塊を描き、距離が遠

くなるほどより多くの

不透明な絵具を混ぜる

ことで下塗りの透明感

は明らかに弱まる。 

276)  the trees must not be 

individualized； 

(翻訳省略) 

 

樹木は一本一本描くべ

きではない。 

277)  a hog hair brush should be 

used． 

(翻訳省略) 

 

筆ハ豕毛ヲ用ユ 

 

筆は豚毛を用いるべき

である。 

278)  Where the outline of the wood 

comes up against the sky，let 

the sky be wet，this will 

prevent hardness． 

(翻訳省略) 

 

 

天空ト接スル輪郭ハ 猶

天色ノ濕ヒタル間ニ描ク

ベシ 

是レ天空ト樹葉ト相和ス

ルガ爲メナリ 

森の輪郭線が空を背景

とした所は、空を濡れた

状態にすれば固くなる

ことを防ぐであろう。 

P．28 

279)  If a more distant wood be 

introduced，say a mile or two 

farther off，the day being very 

clear，a trifling indication of its 

colour and form may be 

perceived； 

(翻訳省略) 

 

遠林ノ一ニ里ヲ隔ツ者

ニシテ 天空晴麗ナル

日ハ 其形状色彩ヲ詳

細ニ見ルヲ得ベシ 

もし森がさらに遠くで、1

マイル(約 1.6 キロメート

ル)か 2 マイルにあったら、

とても見通しのいい日で

あれば、その色や形は僅か

に識別できるであろう。 

280)  it will be a grey stained，if I may 

use the term，with green，yellow，

or brown； 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

綠、黄、鳶色(で濁らせた

灰色ヲ)適度ニ使用ス 

それは、緑色、黄色、茶色

と言う様な色で濁らせた

灰色であろう。 

281)  but let a wood be seen still 

farther off，say three or six miles 

more，all appearance of form，

light, and shadow，or local colour 

is gone，a slight indication of the 

outline of the mass is visible，

particularly in those parts 

against the sky； 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

又三里以上六里程ニ隔

タレバ(形や)陰陽ノ濃淡

及ヒ色彩ハ全ク見ヘス

シテ只々群葉ノ輪郭ヲ

僅カニ示スノミ 

殊ニ天空ニ接スル部ハ 

著シク分界アリ 

しかし、森が 3~6 マイルも

の遠くにあれば、形や明

暗、個別の色彩は全く無く

なり、特に空を背景とした

ところで塊の輪郭線が僅

かに見えるのみである。 
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282)  it is a tone of colour only，but you 

know it to be a wood from its 

situation． 

(翻訳省略) 

 

色ハ惣テ同色ノ濃淡ニ□

髣髴ノ間ニ林樹ノアル

ヲ見ル趣ヲ得ヘシ 

それは色彩の濃淡のみで

あるが、森がその距離にあ

ればそうなるのである。 

283)  Grey composed of blue‐black，

and white，with a little red to 

render the grey even，more 

neutral should be used； 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

其 灰色
グ レ ー

ニハ 黒ト白ヲ

混合シタルモノニ少許

ノ紅ヲ和シ(彩度を落と

し、より無彩色のもの)

用ユヘシ 

灰色は青黒色と白色に、少

量の赤色を加え彩度を落

とし、より無彩色のものを

用いるべきである。 

284)  it may happen that even beyond 

this most distant wood，a 

country extending twenty or 

thirty miles，or far as the eye can 

reach，is to be introduced‐this 

must be represented by a flat 

tint，partaking of the tone of the 

sky； 

巨离 E

き ょ り

A354F

355遠隔スルコ

ト 355F

356二十里或ハ三

十里 356F

357ニ及ヒ 僅

カニ 357F

358
A E 目力 E

がんりょく

Aノ達ス

ルニ及ヘハ 只扁平

ナル色ニシテ天色ヲ

相和ス 

距離猶モ遠隔シ 二十

里三十里ニ及ヒ僅カニ

目力ノ達スルニ及ヘハ 

只扁平ナル色ニシテ天

色ヲ相和ス 

さらに遠くの森で、20~30

マイル、又は目に見える限

りの遠方では、彩度の低い

色を中心に用い、空の色を

混ぜる。 

 

285)  rather more blue may be 

introduced，(ultramarine)which 

will represent atmosphere； 

(翻訳間違い) 

AE群青 E

コバルト

Aノ類ヲ混用シ

以テ空気稠密セル

趣 358F

359ヲ取ル 

 

群青ノ類ヲ混用シ以テ

空氣ノ稠密セル趣ヲ取

ル 

青(ウルトラマリン)をより

混ぜる。 

それは大気を表現する。 

286)  there should not be any hard 

lines，indeed it will frequently be 

lighter，and less defined than the 

forms in the clouds above it． 

(翻訳省略) 

惣テ形状曖昧トシテ

(実際それらはしば

しばより淡く) 雲

ノ僅カニ分別スルヲ

見ルヘシ 360 

惣テ形状曖眛トシテ雲

ト僅カニ分別セラルノ

ミナリ 

そこには明瞭な線は一切

無く、実際それらはしばし

ばより淡く、上空の雲より

も不明瞭である。 

 

                                                   
355 距離等

．
ホ(坂)とあり、欄外に尚

．
の記述 

356 遠隔シ(坂) 
357 二十里三十里(坂)。英語原文によれば“a country extending twenty or thirty miles，”であ

り、1 マイルは、約 1.6 キロメートルであるのに対し、１里は約 4.0 キロメートルであるの

で、正しい翻訳ではない。 
358 速ニ(岡)であるが、英語原文によれば“or far as the eye can reach”であるので｢僅カニ｣(坂)

が正しい。 
359 赴(岡) 
360 分別セラルヘシ(坂) 



357 
 

目次 Skies 

287)  Painting Skies． (翻訳省略) 天空 空の描写 

288)  In painting Skies，White is 

the chief material used， 

and，as it is liable to change，

the less vehicle used the 

better 

天空ヲ 画
えがく

ニハ 361白ヲ

重要ノ色料トス 

白ハ色ヲ変スルモノナレ

ハ 油ヲ用ユル勤メテ少

量ナルヲ宜トス 362 

天ヲ描クニハ白ヲ重要

ノ色料トス 

白ハ色ヲ變スルモノナ

レハ 油ヲ混ル勤メテ

少量ナルヲ宜トス 

空を画く時、白色は主に使

う絵具である。 

それは、色が変わりやすい

ので、媒剤はあまり用いな

いほうが良い。 

289)  ‐it should be mixed up with 

a small quantity of Drying 

oil，Copal varnish，or Megilp， 

and turpentine used with 

either if required to thin the 

colour． 

ドライングオイル 363 

コーパルバニス及ヒメギ

ルプ 364ノ類ヲ少量ニ混

合ス 

色料ヲ希薄ナラシムルニ

ハ少許ノターペンタイ

ン 365ヲ用ユ 

ドライング、オイル、 

コーパル、バニス及ヒ

メギルブノ類ヲ少量ニ

混合ス 

色料ヲ希薄ナラシムル

ニハ少許ノテレメン油

ヲ用ユ 

それは、少量のドライイン

グ・オイルとコーパル・ワ

ニス、又はメギルプを混ぜ

る。 

絵具を薄める必要がある

場合は、ターペンタインを

用いる。 

290)  Boiled Oil and turpentine in 

equal quantities is a good 

vehicle． 

又亜麻仁油ノ煎シタルモ

ノトターペンタイン 366

油ヲ同量ニ混和セハ良好

ノベヒツクナリ 

又亞麻仁油ノ煎タルモ

ノトテレメン油ヲ同量

ニ混和セハ良好ノ媒介

油タリ 

ボイルド・オイルとターペ

ンタインを同量混ぜたも

のは優れた媒剤である。 

291)  ‐Hog hair brushes are to be 

used． 

筆ハ豕毛ヲ用ユ 

 

筆ハ豕毛ヲ用ユ 

 

筆は豚毛の筆を用いる。 

P．29 

292)  The colours，‐white，

ultramarine，or the 

permanent blues，black，

Indian red，light red，or mars 

orange，with Naples yellow，

No.1． 

天空ノ色ハ白、ヲルター

マリン 367、藍、黒、イン

ヂヤンレツト 368、ライト

レツト、マアースヲレン

ズ 369、ナプルスエルロ

ー370ノ第一号等ナリ 

(翻訳省略) 

天空ノ色料ハ白、ヲルテ

メリン、藍、黒、インヂ

アンレッド、ライトレッ

ト、マアスヲランジ、ナ

プルスエロー(No.1) 

使用する絵具は、白、ウル

トラマリン又はパーマネ

ント・ブルー、黒、インデ

ィアン・レッド、ライト・

レッド又はマルス・オレン

ジにネープルス・イエロー

No.1。 

                                                   
361 描クニハ(坂) 
362 宜シトス(坂) 
363 ドランクオイル(坂) 
364 メキルプ(坂) 
365 トルペンタイン(坂) 
366 トルペンタイン(坂) 
367 ヲルテメリン(坂) 
368 インヂアンレツト(坂) 
369 マアスオランジ(坂) 
370 ナプルスエロー(坂) 
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293)  In deep sun set effects，

cadmium yellow，and 

vermillion，or carmine may e 

required， 

the blue may be warmed by 

using a malachite with it. 

(翻訳省略) 

隂陽ノ強キ色ニハ カド

ミユームエルロー371、

朱、洋紅ヲ用ユ 

青はマラカイト(孔雀石)

で温かみを与えることが

出来る。 

(翻訳省略) 

(カドミウムイエロー)朱 

洋紅ヲ用ユ 

青はマラカイト(孔雀石)

で温かみを与えること

が出来る。 

 

太陽が沈む時の効果を出

すには、カドミウム・イエ

ローとヴァーミリオン又

はカーマインを用いる。 

青はマラカイト(孔雀石)で

温かみを与えることが出

来る。 

294)  Commence with a clear blue 

cloudless sky； 

初起ニハ麗朗タル晴天ヲ

描クヘシ 

初起ニハ麗朗タル晴天

ヲ描クヘシ 

最初は、澄んで青く雲の無

い空から始めよう。 

295)  if the middle of the day be 

the time，with the sun to the 

right of the painter，begin at 

the top of the left side of the 

Picture； 

若シ其日ノ時刻日中ナレ

ハ 372画ノ右方ヨリ日光

ヲ受ルノ 373位置ヲ占メ 

図ノ左上際隅ヨリ着色ヲ

始ムヘシ 

若シ其日ノ時刻 日晝
にっちゅう

ナレハ畫ノ右方ヨリ日

光ヲ受クルノ位置ヲ占

メ 圖ノ左上際ノ隅ヨリ

着色ヲ始ムヘシ 

もし、日中で太陽が描く者

の右にある場合は、画面の

左上端から始める。 

296)  here the blue will be 

strongest，and should be 

gradated towards the right 

by the introduction of more 

white，and if required，a 

slight degree of Indian 

red，using less blue，a 

corresponding gradation 

being observed，as the 

horizon is approached，use 

much less blue，and still 

increase the amount of 

Indian red，with，(in some 

cases)a little Naples 

yellow． 

(翻訳省略) 

此辺ハ藍色 稍
やや

374濃クシテ

右ノ方ヘ移ルニ 375従ヒ白

ヲ多量ニ混シ漸次ニ藍色薄

弱ナラシムル寸ニ 376取テ

ハインジヤンレツト 377ノ

(青味の無い)極少量ヲ和シ

(調和したグラデーション

となる)  又地平線ニ近

ツクニ従ヒ藍ヲ薄クシイン

ジアンレツトノ少量ヲ和シ

或ハ(場合によっては) ナ

プルスエルロー378ヲ混用

ス 

(翻訳省略)此一隅ハ藍色

稍ヤ濃クシテ右ノ方ヘ

移ルニ從ヒ白ヲ多量ニ

混シ漸次藍色ヲ薄弱ト

ナシ 時ニ取テハイン

ジアレットノ(青味の無

い)極少量ヲ和シ(調和し

たグラデーションとな

る)  又地平線ニ近ク

ニ從ヒ藍色ヲ薄クシイ

ンジアレッドノ少許ヲ

和シ或ハ(場合によって

は)ナプルスエローヲ混

用ス 

 

ここは、青が最も強く、右

にいくほど白を混ぜるこ

とで淡くする。 

もし必要であれば青味の

無いインディアン・レッド

を混ぜて調和したグラデ

ーションとなる。 

地平線に近づくにしたが

って、青を少なくし、一方

でインディアン・レッドを

増やし、場合によっては少

量のネープルス・イエロー

を混ぜる。 

                                                   
371 カドミウムエロー(坂) 
372 ナレバ(坂) 
373 受ク(坂) 
374 稍ヤ(坂) 
375 移ツルニ(坂) 
376 トキニ(坂) 
377 インジアンレット(坂) 
378 ナプルスエロー(坂) 
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297)  The sky should be painted 

very thickly all over，and of 

one general surface； 

(翻訳省略) 

天空ニハ色料ヲ甚タ厚ク

(統一的になるように)布着

スヘシ 

(翻訳省略) 

天空ニハ色料ヲ甚タ厚

ク(統一的になるように)

布着スヘシ 

空は、全体が統一的になる

ように、大変厚く塗る。 

298)  not in horizontal or 

perpendicular streaks，but 

by using a flat hog hair 

brush crossing the touches 

thus ×××the whole being 

thoroughly covered by 

thick Painting； 

筆ハ豕毛ノ平筆ヲ用ヒ且ツ

筆ハ平行或ハ鉛直ニ運ハ

ス 379必ス筆痕ヲ交互セシ

メ(×××)380  空ノ全面ヲ

厚クオフへシ 381 

筆ハ豕毛ノ平筆ヲ用ヒ

且ツ筆ハ平行或ハ鉛直

ニ運ハス必ス筆痕ヲ交

互セシメ(×××) 空ノ全

面ヲ厚ク覆フヲ要ス 

それは、豚毛の平筆で水平

や垂直のタッチではなく、

×××の様に交差させるこ

とで、全体を厚い絵具で覆

う。 

299)  the Badger’s hair softner

〔スペルミス softener〕 

should be passed over it 

several times in various 

directions，in order to 

remove the uneven surface 

occasioned by the marks of 

the hog hair brush， 

this will show the real 

state of gradation， 

and if imperfect，the parts 

should again be painted 

into with the hog hair 

brush，and the  used as 

before； 

(翻訳間違い)(翻訳省略) 

其後柔軟ナル(アナグマの)

毛筆ヲ以テ(何度も様々な

方向に動かし)豕毛筆ノ為

メニ生セル不 等
トウ

ナル表靣

ヲ掃除ス 

以テ濃淡ヲ漸次ニ暈スヘシ 

若シ猶ホ 382全カラサル 383

部アレハ再ヒ豕毛筆ヲ以テ

改良シ 柔軟ナル(アナグ

マの)筆ヲ以テ前ノ如ク暈

ス 

(翻訳間違い)(翻訳省略) 

其後チ柔軟ナル(アナグ

マの)毛筆ヲ以テ(何度も

様々な方向に動かし)豕

毛筆ノ爲メニ生セル不

等ナル表面ヲ掃除シ 

以テ濃淡ヲ漸次ニ暈ス

ヘシ 

若シ猶全カラサル部ア

レハ再ヒ豕毛筆ヲ以テ

改良シ 柔軟ナル(アナ

グマの)筆ヲ以テ前ノ如

ク暈ス 

そして、アナグマの毛のぼ

かし筆を、何度も様々な方

向に動かしで、豚毛の筆に

よる不規則な表面を取り

除く。 

これで、濃淡が滑らかにな

る。 

もし不完全であれば、その

部分は再び豚毛の筆で塗

り、前述したぼかし筆で暈

す。 

                                                   
379 ｢筆ハ平状豕毛筆ヲ用 之レヲ運用スルニハ平行或ハ鉛直ヲ成サシメ｣(岡)であるが、英語原

文によれば“not in horizontal or perpendicular streaks，but by using a flat hog hair 
brush crossing the touches thus ×××…”であるので、｢筆ハ豕毛ノ平筆ヲ用ヒ且ツ筆ハ平行

或ハ鉛直ニ運ハス｣(坂)が正しい。英語原文からの翻訳が二つ見られる箇所である。 
380 英語原文にもある(×××) が(岡)にはない。 
381 厚ク覆フヲ要ス(坂) 
382 猶(坂) 
383 全タカラサル(坂) 
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300)  if the sky is to be 

considered finished in one 

painting，the ground of the 

canvass should be allowed 

to slightly tell through，

this will give variety，and 

produce the effect of 

atmosphere． 

(翻訳省略) 

天空ヲ描クニ 只一着色ニ

ハ 384竣成スルトキハカン

パス 385ノ地ヲ僅ニ 386透徹

セシメ(変化を与え)空気麗

朗タル趣 387ヲ生ス 

 

(翻訳省略) 

天空ヲ描クニ 只一着

色ニテ竣成スル時ハカ

ンバス(畫布ヲ云フ)ノ地

ヲ僅カニ透徹セシメ(変

化を与え)空氣ノ麗朗タ

ル趣ヲ生ス 

 

もし、空が一度で仕上がっ

たと考えられるなら、キャ

ンバスの地塗りが僅かに

透けて見えることは許さ

れる。 

これは変化を与え、大気の

効果をもたらす。 

301)  Consult some of the Dutch 

painters for this． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

これには、オランダの画家

達を参考にすること。 

P．30 

302)  ‐A sky in one painting 

without this will be devoid 

of atmosphere，or variety 

of colour，and will look like 

a painted board． 

斯ル法 388ヲ用ヒ 389サレハ

天空雲霧ノ趣ナリ 

又タ 390色ノ変動ナク只平

滑ニ塗抹セル板靣ノ如ク

ナルヘシ 

若シ斯ル法ヲ用ヒサレハ

天空雲霧ノ趣ヲ缺キ 又

色ノ變動ナク只平滑ニ塗

抹セル板面ノ如クナルヘ

シ 

これが無ければ大気の

感じが出ず、色の変化が

無ければ絵具を塗った

板のようになる。 

303)  It must not be understood 

that what is commonly 

called a blue sky is to be 

imitated with pure blue 

and white； 

凡ソ蒼天ヲ描ク純華ナル

藍ト白ヲ以テ 其色ヲ類

摸セシムルコト能ハサ

ル 391者トス 

凡ソ 蒼天
アヲソラ

ヲ描クニ純粹ナ

ル藍ト白ヲ以テ 其色ヲ

類摸スルコト能ハス 

 

青い空は青色と白色を

混ぜることで描けると

一般に考えられている

のは間違いである。 

                                                   
384 ｢只一着色ニ成ル不能｣(岡)であるが、英語原文によれば“if the sky is to be considered 

finished in one painting，”であるので、｢只一着色ニハ｣(坂)が正しい。英語原文からの翻

訳が二つ見られる箇所である。 
385 「カンパス」(坂) 
386 僅カニ(坂) 
387 赴(岡) 
388 方(坂) 
389 用井(坂) 
390 又(坂) 
391 能ハザル(坂) 
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304)  the blue must be reduced 

by the introduction of red，

or yellow，or both，and 

painted into the blue，not 

mixed up with it in a tint． 

 

必ス少許ノ紅色黄色ヲ和

シ藍色ヲ減殺スルヲ要ス 

但シ是等ノ色ハ藍ト殊更

ニ混和セス 

必ス少許ノ紅色黄色ヲ和

シ藍色ヲ減殺スルヲ要ス 

但シ是等ノ色ハ藍ト殊更

ニ混和セス 

青色は、赤色や黄色、又

はその両方を混ぜて彩

度を落とし、青色の中に

塗るべきであり、色同士

を混ぜるべきではない。 

(追加説明) 

藍色ヲ一旦 392布着セル上

靣ヨリ和加シ 画上ニテ

混和セシムルヲ要ス 

(追加説明) 

藍色ヲ布着セル上面ヨリ

和加シ畫上ニテ混和セシ

ムルヲ要ス 

青色は、一度塗った上に

加筆して、画面上で混ぜ

る。 

305)  In rainy weather the blue 

is not so pure and a little 

blue black may be used 

with it． 

雨天ノ趣ハ藍色純清ナラ

ス 393 

純清ナレハ 394少許ノブリ

ユーブラツク 395ヲ混合ス 

雨天ノ趣ニハ藍色純清ナ

ラス  少許ノブリユーブ

ラッキヲ混合ス 

雨の日は、青はあまり純

度が高くなく、少量のブ

ルー・ブラックを混ぜ

る。 

306)  Although I have spoken of 

skies in this place，it must be 

understood that the sky is 

always the first part of a 

landscape to be painted，

being liable to frequent 

changes，and by those 

changes influencing the 

whole of the landscape． 

惣テ天空ハ山水ヲ描ク 396

トキ最初ニ着色スヘキ部

ニシテ変化 397定リナリ 

為ニ 398全景ノ趣 399ニ関係

アルコト大ナリト知ルヘ

シ 

 

總テ天空ハ山水ヲ畫クニ

最初ニ着色スヘキ部ニシ

テ變動定リナク 爲メニ

全景ノ趣キニ関係アルコ

ト大ナリト知ルヘシ 

 

私は、ここで空について

述べてきたが、それは風

景画の中で最初に描く

べき部分であり、しばし

ば変化しやすく、それが

風景全体に影響を与え

ることを理解しておく

必要がある。 

                                                   
392｢一旦｣欠落(坂)。英語原文は欠落しており、追加説明である。 
393｢純清ナラス｣欠落(坂)。英語原文によると“In rainy weather the blue is not so pure and a 

little blue black may be used with it．”であるので、純清ナラス  純清ナレハ(岡)の方がよ

り正しい。 
394 純清ナラハ 
395 ｢ブユーブラッキ｣(坂) 
396 画ク(坂) 
397 変動(坂) 
398 為メニ(坂) 
399 赴(岡)、趣キ(坂) 
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307)  In painting a plain grey sky，

blue black，with a slight 

tingle of raw umber to warm 

it，or in some cases Indian 

red may be used； 

(翻訳省略 追加説明) 

平滑ナル素白ノ天空ヲ描

クニハ 400 藍色白色ニ

黒 藍
ブリユーブラツク

401ヲ混シ(暖色

にするため)脂
ロー

色
アンバー

402ノ

少量ヲ和シ 或ハ(時とし

て) 鉄
インジヤン

丹
レット

403ヲ混和ス 

(翻訳省略 追加説明) 

平滑ナル灰色ノ天空ヲ畫

クニハ 藍色白色ニブリ

ユブラッキヲ混シ(暖色

にするため)ローアムバ

ーノ少量ヲ和シ 或ハイ

ンジアンレッドヲ混和ス 

変化の無い灰色の空を

描くには、ブルー・ブラ

ックを暖かくするため

少量のロー・アンバー

を、時としてインディア

ン・レッドを混ぜる。 

308)  where the blue is seen 

between the clouds，paint it 

in first as described above； 

蒼天ノ雲間ニ現ハルヽ趣

ハ 先ツ蒼天ノ色ヲ布着シ 

其上靣ヨリ雲ヲ描クヘシ 

蒼天ノ雲間ニ現ハルヽ趣

ハ先ツ蒼天ノ色ヲ布着シ 

其上面ヨリ雲ヲ描クヘシ 

雲の間に青色が見える

場合は、それを前述した

やり方で、最初に描く。 

309)  should light fleecy clouds be 

introduced on a plain blue 

sky at midday，keep them 

white at the top，and reduce 

them with Indian red as they 

recede， 

avoid hard lines，and soften 

them into the blue with the 

softener． 

(翻訳省略) 

(白昼) 片雲ノ浮游セル

趣 404ハ 雲ノ上際ヲ白ク

描キ遠隔スルニ應シ

鉄 E

インジヤン

AA E 丹 E

レット

A404F

405ヲ加フ 

且ツ堅剛ナル線ヲ用ルナ

ク 406   必ラス 407天空ノ

藍色ト稍 408混同セシムヘ

シ 

(翻訳省略) 

(白昼)片雲ノ浮游セル趣

ハ 雲ノ上際ヲ白ク描キ

漸ク隔ルニ應シインジア

レッドヲ加フ 

且ツ界線ノ堅キヲ破リ 

必ス天空ノ藍色ト稍ヤ混

同セシムヘシ 

 

白昼青い空に、軽快なフ

ワフワした雲を描く場

合は、上端を白く、後退

するにしたがって、イン

ディアン・レッドで彩度

を落とす。 

はっきりした輪郭線を

避け、ぼかし筆で青の中

に柔らげる。 

                                                   
400 画クニハ(坂) 
401 黒 藍

ブリユーブラッキ

 (坂) 
402 脂

ロー

色
ハムバー

(坂) 
403 鉄

インジアン

丹
レット

(坂) 
404 赴(岡)、趣キ(坂) 
405 鉄

インジアン

丹
レット

(坂) 
406 用ナク(坂) 
407 必ス(坂) 
408 稍ヤ(坂) 
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310)  In painting large rolling 

masses of cloud in strong 

light and shadow，with their 

outlines firmly marked 

against a blue，first paint the 

blue beyond and encroaching 

on the intended outline of 

the clouds，then paint the 

light side of the clouds up to 

the intended shape in the 

outline，next introduce grey 

for the middle tint， 

broken with red or umber if 

required， 

and use a darker grey for the 

shadows． 

(翻訳省略) 

雲ノ欝重セル塊積 強
つよき

409

日光ヲ受クル(境界が青色

の空にくっきりとした)ノ

趣 410ヲ写サントセハ 411 

先ツ蒼天ノ色ヲ布着シ 

(意図した)雲ノ形状ノ輪

郭内ヘ 稍ヤ蒼天ノ色ヲ

侵入セシメ置キ 後チ雲

ノ日光ヲ受ケ蒼天ト相接

セルノ光所ヲ着色シ 次

ニ中間色ノ灰色ヲ附着ス 

但シ洋紅 412又ハ 脂
アンバー

413

ヲ以テ灰色ヲ破ルコトア

リ 

此灰色ヨリ移テ隂影部ノ

暗黒ナル灰色ヲ施ス 414 

(翻訳省略) 

雲ノ欝重セル塊積ニ強キ

日光ヲ受クル(境界が青色

の空にくっきりとした)ノ

趣ヲ寫サントセハ 先ツ

蒼天ノ色ヲ布着シ (意図

した)雲ノ形状ノ輪郭内ヘ 

稍ヤ天色ヲ侵入セシメ置

キ 後チ雲ノ日光ヲ受ケ

蒼天ト相接セルノ光所ヲ

着色シ 次ニ中間色ノ灰

色ヲ布着ス 

但シ紅色カ又ハアンバー

ヲ以テ灰色ヲ破ルコトア

リ 此灰色ヨリ移テ陰影

部ノ暗黒ナル灰色ヲ施ス 

強い明暗があり、境界

が青色の空にくっきり

とした大きなうねる雲

は、まず背景の青を塗

り、意図した雲の輪郭

線の中へ入り込ませ、

それから、雲の光部を

意図した輪郭線に沿っ

て描き、次に中間色の

灰色を塗る。 

必要に応じて赤色やア

ンバーで彩度を落と

す。 

 

影にはより暗い灰色を

用いる。 

311)  There are thousands of forms 

on one of these masses of 

cloud，and the drawing must 

be sharp without being 

hard，with occasional 

angularities： 

雲ノ形ハ僅カニ一塊積ト

雖モ無数ノ形状ヲ含有ス 

之レヲ画クヤ形状鈍クシ

テ賢固ナラサルヲ要ス 415 

 

雲ノ形ハ僅カニ一塊積ト

雖トモ無數ノ形状アリ 

之ヲ畫クニハ形状鋭クシ

テ堅カラサルヲ要ス 

 

雲の形は千差万別であ

る。 

描くには、固くなく鋭

くあるべきで、時とし

て角張ったように描

く。 

312)  nothing is so bad as too much 

roundness； 

又 416形状甚タシク 圑欒
ふ ら ん

417スルハ宜シカラス 

又形状甚タシク 圓團
えんだん

ナル

ハ宜シカラス 

丸くしすぎることが最

も良くない。 

 

                                                   
409 強キ(坂) 
410 赴(岡)、趣キ(坂) 
411 写ントセハ(坂) 
412 洋紅カ(坂) 
413 脂

アムバー

(坂) 
414 施コス(坂) 
415  ｢雲ノ形ハ僅カニ形鈍クシテ堅剛ナラサルヲ要ス｣ (坂 )、英語原文では、“There are 

thousands of forms on one of these masses of cloud，and the drawing must be sharp 
without being hard，with occasional angularities：”であるので、｢雲ノ形ハ僅カニ一塊積

ト雖モ無数ノ形状ヲ含有ス 之レヲ画クヤ形状鈍クシテ賢固ナラサルヲ要ス｣(岡)が正しい。 
416 又タ(坂) 
417 丸いこと 
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P．31 

313)  it conveys the effect of smoke． 畢竟 烟
けむり

ノ如キ趣 418ヲ与

フル故ナリ 

(追加説明) 

故ニ雲ハ天空色ノ未タ乾

ザル中ニ施色スヘキ者ト

ス 419 

畢竟烟ノ如キ趣ヲ與フ

ル故ナリ 

それは、煙のように見え

る。 

したがって、雲は空の色

がまだ乾いていないう

ちに描くべきである。 

314)  These masses being round in 

their general form，the brighest 

(スペルミス brightest)light will 

be removed from the extreme 

edge，as will also be the darkest 

shade，except in some cases 

where the light is immediately 

behind the cloud， 

the cloud being spherical in 

general form，the light would 

have to pass through a greater 

density in the centre than at 

the edges， 
consequently in this case the 

edges would be light． 

 

雲ノ圑結
ふ け つ

セルヲ画クニ日

光ヲ受ケ輝照セル部ハ其

輪郭ヨリ稍 420内方ニアル

ヘシ 

隂暗ナル部モ亦タ 421然リ 

但シ雲ノ直ニ背後ニ光ノ

アルトキハ然ラス 

雲ハ其形一般ニ圑欒
ふ ら ん

スル

ヲ以テ日光ノ透徹スルコ

ト其中央ハ稠密ナル故ニ

弱ク端末ニ至リ強カルヘ

シ 

 

故ニ斯ルトキハ雲ノ縁端

ニ光リヲ強ク現ハス 422ヘ

シ 

(翻訳省略) 

雲ノ圑結セルヲ畫クニ

日光ヲ受ケ輝照セル部

ハ其輪郭ヨリ稍ヤ内方

ニアルヘシ 

陰暗ナル部モ亦然リ 

但シ雲ノ背後ヨリ日光

ノ來ル時ハ然ラス 

其故ハ雲ノ形ハ一般ニ

圓團ナルヲ以テ日光ノ

透徹スルコト其(密度が

高い)中央ハ少ナシ 

其端末ニ至リテハ強カ

ルヘシ 

故ニ斯ル時ハ雲ノ縁端

ニ光ヲ強ク現スヘシ 

雲の固まりは、一般的な

形として丸く、その最明

部は端より少し内側に

ある。 

雲のすぐ後ろに光が無

い場合を除い 

て、それは最暗部にも当

てはまる。雲は、一般的

な形として丸いので、そ

の端より密度が高い真

ん中を光は通り抜けな

ければならない。 
したがって、このような

場合は端が明るい。 

                                                   
418 赴(岡)、趣キ(坂) 
419｢故ニ雲ハ天空色ノ未タ乾ザル中ニ施色スヘキ者トス｣(坂)欠落。英語原文にも該当箇所がな

く、訳者による追加説明であるが、記載した。 
420 稍ヤ(坂) 
421 亦(坂) 
422 現ス(坂) 
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315)  They should be painted in large 

general masses，the more 

minute forms being introduced 

into these masses while wet，by 

which，sharp drawing will be 

obtained，and at the same time 

hardness avoided． 

圑結 423セル雲ハ最初 424

其一般ノ塊積ヲ画キ 其

霑
てん

濕
しつ

425セル間ニ細小ノ

部ヲ加ヘ以テ形ノ鋭ヲ 426

得ルト 427其堅剛ナルヲ避

クヘシ 

 

(翻訳省略) 

圑結セル雲ハ最初其一

般ノ塊積ヲ描キ 其濕

ヒタル間ニ細小ノ部ヲ

加ヘ以テ形状ヲ定メ(鋭

い描画を得ると同時に)

其堅キ所ヲ避クヘシ 

雲は、大まかな塊を描

き、それが乾かないうち

により細かな形を描き

こむ。 

これによって、鋭い描画

を得ると同時に固さを

防ぐことが出来る。 

316)  The various strata as they 

approach the horizon，should be 

reduced in size，light，

sharpness，texture，and colour，

and the general appearance 

flatter； 

(翻訳省略) 

雲ノ重層セルモノハ地平

線ニ近ツクニ 428従ヒ其形

ヲ細小ナラシメ 日光ノ

隂陽及ヒ 429(鋭さ、テクス

チャー)色彩等凡テ 薄
はく

ナ

ルヲ要ス 

(翻訳省略) 

雲ノ重層セルモノハ地

平線ニ近ツクニ從ヒ其

形ヲ細小ナラシメ 日

光ノ陰陽及ヒ(鋭さ、テク

スチャー)色彩等惣テ薄

弱ナルヲ要ス 

さまざまな雲の層は、地

平線に近づくにしたが

ってその大きさ、明る

さ、鋭さ、テクスチャー、

色が弱まり、一般的によ

り平板に見える。 

317)  they may be painted sharp and 

afterwards softened as much as 

required． 

故ニ一般ノ趣キ扁平ニシ

テ之ヲ 430着色スルニ最初

ハ鋭ク画キ後チ其ノ度ニ

應シ 431暈
うん

溶
よう

スヘシ 

故ニ一般ノ趣キ扁平ニ

シテ之ヲ着色スルニ最

初ハ鋭ク描キ後チ其度

ニ應シ 暈
うん

溶
よう

スヘシ 

それで、最初に鋭く描

き、あとで必要に応じて

弱めると良い。 

318)  The beginner will do well to 

select one of these masses in the 

first instance for imitation． 

初学ノ者雲ヲ摸スルニ 

初起ニハ先ツ其圑結セル

一塊積ヲ取テ之ヲ 432類摸

スヘシ 

初學ノモノ雲ヲ摸スル

ニ 其初起ニハ先ツ其

圑結セル一塊積ヲ取テ

之ヲ類摸スヘシ 

初心者はまず第一に、こ

れらの雲からひとつを

選んで描くと良い。 

319)  They sometimes remain 

stationary for a considerable 

time； 

斯ル塊積ハ数分時間静止

スルコトアリ 

斯ル塊積ハ数分間靜止

スルコトアリ 

それは、かなりの間変化

が無いことがある。 

                                                   
423 圑欒

．
(坂)とあり、欄外に結

．
の表記 

424 最(坂)、英語原文には該当する言葉は無いが、文意からすると｢最初｣(岡)が正しいと思われ

る。 
425 濡れていること 
426 鋭キヲ(坂) 
427 得(坂) 
428 近クニ(坂) 
429 ｢隂陽又及ヒ｣(岡)となっているが、文章として、｢隂陽及ヒ｣(坂)が正しいと考えられる。 
430 之レヲ(坂) 
431 応シ(坂) 
432 コレヲ(坂) 
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320)  under such circumstances，

careful imitation of the mass 

and all the detail，as near as 

possible，may be attempted； 

斯ルトキニ能ク注意シテ

成ルヘク 433詳細ノ部ニ到

ル迄 434写スコトヲ勤ムヘ

シ 

斯ル時ニ能ク注意シテ

成ルヘク丈ケ詳細ノ部

ニ至ル迄テ寫スコトヲ

勤ムヘシ 

そのような条件では、塊

と全ての細部を出来る

だけ描くことが出来る

であろう。 

321)  but where the wind is hurrying 

clouds along，mixing them up 

together，constantly changing 

their positions，forms，light，

and shade，it is well to watch 

them for sometime；then select 

a particular minute，and with a 

large brush lay in the masses；

the detail may be introduced by 

selecting from others as they 

pass． 

(翻訳省略) 

然レトモ(雲の周りを吹

き、雲をかき混ぜる)風吹

ノトキハ雲ノ形状位置及

ヒ隂陽絶ヘス変化スルヲ

以テ 暫
しばら

ク其変化ヲ注意

シ 瞬間時ノ形ヲ取リ大

筆ヲ以テ速カニ 435其全体

ヲ画キ其詳細ノ部ハ他ノ

変化セル形状ヨリ撰用ス

ルヲ宜シトス 

 

(翻訳省略) 

然レトモ(雲の周りを吹

き、雲をかき混ぜる)風吹

ノ時ハ雲ノ形状位置及

ヒ陰陽絶ヘス變化スル

ヲ以テ 暫
しばら

ク其變化ヲ注

意シ 瞬時間ノ形ヲ取

リ大筆ヲ以テ手早ク其

全体ヲ描キ其詳細ノ部

ハ他ノ變化セル形状ヨ

リ撰用スルヲ宜シトス 

 

風が雲の周りを吹き、雲

をかき混ぜる場合は、そ

の位置や形、明暗をよく

観察する。 

そして、ある時を選んで

大きな筆で塊を描く。 

細部は他の通り過ぎる

雲から引用する。 

P．32 

322)  Skies are so varied in many 

respects，that I feel it 

impossible to give directions 

for imitating every effect 

which may be presented． 

凡ソ天空ハ変化定リナ

キヲ以テ其各種ノ変現

ヲ描クヘキ應分 436ノ方

法ヲ一々明示スルコト

不能
あたわざる

ナリ 437 

凡ソ天空ハ變化定リナ

キヲ以テ其各種ノ變現

ヲ描クヘキ應分ノ方法

ヲ一々明示スルコト能

ハサルモノナリ 

空は大変多様であるの

で、あらゆる効果を描く

ために助言するのは不

可能であると思う。 

                                                   
433 ｢犬ケ｣(坂)か、判読不能の文字がある。 
434｢到ル迄ヨリ｣(岡)となっているが、文章として、｢到ル迄｣(坂)が正しいと考えられる。 
435 手早く(坂) 
436 応分(坂) 
437 能ハサルナリ(坂)ｔ 
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323)  In complicated skies，clouds of 

every shape and colour are 

seen at different distances，

crossing each other ， 

and producing vistas 

interminable；sometimes 

partly hidden by passing 

showers，or entirely lost in 

one，and again visible；‐at 

other times evaporated even 

while you may be watching 

them； 

(翻訳省略 翻訳間違い) 

(複雑な空では)雲霧ノ浮

遊セル天空ニハ雲ノ形

状色彩ノ変異ヲ遠近ノ

間ニ見ルヲ得ヘリ 438 

片雲 439互ニ相経過シ或

ハ 440其数多ノ 441間隙
かんげき

ヲ現ハシ 他ノ隂影ノ為

メニ其一部ヲ 陰蔽
いんへい

セラ

レ隂現出没実ニ極リナ

シ 

(翻訳省略 翻訳間違い) 

(複雑な空では)雲霧ノ浮

遊セル形状ト彩色トハ

變異極リナクシテ遠近

ノ間ニ差異アリ 

或ハ片雲互ニ相經過シ

或ハ其數多ノ 間隙
かんげき

ヲ顯

シ 他ノ陰影ノ爲メニ其

一部ヲ隠蔽シ隠現出没

實ニ定マリナシ 

 

複雑な空では、あらゆる

形や色の雲が異なる距

離に見える。 

複雑な空では、それは互

いに交差し、果てしない

光景を作る。 

時には、その部分や全体

が通り過ぎる夕立によ

って隠され、また見える

ようになる。 

また時には、見ていると

きに消え去る 442。 

324)  ‐such effects are not to be 

obtained without much 

practice and observation； 

而シテ斯ル趣 443ヲ描写

セント欲スルニハ 夥
か

多
た

ノ実地経験ヲナサヾ

レハ 444得難キモノナリ 

斯ル趣ヲ描寫セント欲

スルニハ 夥
か

多
た

ノ實施

經驗ヲナザヽレハ得難

キモノナリ 

このような効果は、多く

の練習や観察が無けれ

ば得ることができない。 

325)  fixed rules would rather 

impede than facilitate the 

object． 

凡ソ確定セル法則ハ目

的ヲ容易ニ得ルヨリ却

テ妨害アルモノナリ 

凡ソ確定セル法則ハ目

的ヲ容易ニ得セシムル

ヨリハ却テ阻碍スルカ

如キモノナリ 

固定したルールは、手助

けになるよりも邪魔に

なる。 

326)  Various methods will 

arise out of practice 

which will be more 

useful than any fixed 

rules． 

種々ノ方法ハ実験ヨ

リ生スル者ニシ

テ 445 法則ヨリハ

頗ル有用ナルモノナ

リ 

 

(追加説明) 

故ニ確定ノ法則ヨリハ實驗ヲ

貴シトス 

種々ノ方法ハ實驗ヨリ生シ 

既定ノ 法則ヨリハ有用ナリ 

したがって、決まった法則より

も実際の経験が大切である。 

練習から、様々な方法が生まれ

る。それは固定したどんなルー

ルよりも役に立つ。 

                                                   
438 得く(坂)か 
439 コノトキ片雲(坂)か 
440 或(坂) 
441｢数多｣(坂) 
442 (佐)「曇った雲の通過によって時折雲の一部がかくれてしまったり、またすっかり隠れて一

つの雲の塊になったかと思うと、再び現れてくることがある。更にあるときには、見ている間

に雲が消えてなくなることさえある」。” by passing showers”は「通り過ぎる夕立」であっっ

て「曇った雲」ではない。佐伯氏は本多と同じ間違いをしている。“shower”を”shadow”と間

違えたのであろう。 
443 赴(岡)、趣キ(坂) 
444 ナサヽサレハ(坂) 
445 生スルモノニテ(坂) 
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327)  To paint a clear，cloudless 

summer sky at evening，the 

directions given at page 29 

must be observed as far as 

regards impasting the surface，

and softening it；the blue must 

be fainter and warmer． 

(翻訳変更) 

夏日晴天ノ夕陽ヲ画ク

ニ 前已
ぜ ん い

446ニ述フルカ

如ク色料ヲ厚ク粘布シ

之ヲ 447暈シ 藍色ハ薄ク

熱色ナルヘシ 

 

(翻訳変更) 

夏日晴天ノ夕陽ヲ描ク

ニハ 前述ノ如ク色料

ヲ厚ク粘布シ之ヲ暈シ 

藍色ハ極テ弱クシテ且

ツ熱色ナルヘシ 

 

澄んだ、雲の無い夏の夕

方の空についての指示

は 29 ページに示したよ

うに、表面を厚く塗り、

柔らかくするため暈か

す。 

青は彩度を落とし、暖か

くする。 

                                                   
446 既にの意 
447 之レヲ(坂) 
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328)  Yellow must be introduced 

(Naples or cadmium)as the 

horizon is approached，then light 

red with the yellow producing 

orange and still nearer the 

horizon even more red， 

cadmium yellow，and mars 

orange are the best for the 

purpose．The whole may be in 

one painting what is termed 

rank，or too positive，and at the 

same time even a still warmer 

glow may be required；in such 

case，when the first painting is 

quite dry，with a large brush，and 

the same reds，and yellows，glaze 

the sky by using them thinly，and 

while the whole is wet introduce 

thin touches with a little white 

mixed by the use of the brush； 

(翻訳省略) 

ナプルス或ハカドミユー

ム 448ノ如キ黄色ヲ用ユ 

地平線ニ近ツクニ従ヒ黄

色ニ 代
ライト

赭
レット

ヲ混シ橙黄色

ヲ生シ猶
なお

地平ニ接近セル

ニ應シ 449赤色ヲ増加ス 
カドミユーエルロー450、マ

アースヲレンジ 451ノ如キ

ハ (最適である) 

右ノ如ク着色セル後チ猶

ホ斜陽ノ熱色充分ナラサ

レハ 先ツ一度乾燥セシ

メ(大きな筆で) 前ニ用ヒ

タル同色料ヲ取リ薄ク潤

色 452ヲ施シ其未タ乾カサ

ル間ニ 少量ノ白ヲ前ノ

色料ト混和シテ薄弱ナル

淡染 453ヲナスヘシ 454 

(翻訳省略) 

ナプルス或ハカドミユー

ムノ如キ黄色ヲ用ユ 

地平線ニ近ツクニ從ヒ黄

色ニライトレツトヲ混シ

橙黄色ヲ生シ猶
なお

地平ニ接

近スルニ應シ赤色ヲ増加

ス 

カドミユーム、エロー、マ

ルスオランジノ如キハ 

斯ル所ニ専用ノ色料ナリ 

右ノ如ク着色セル後チ猶

ヲ斜陽ノ熱色充分ナラサ

レハ 先ツ一度乾燥セシ

メ (大きな筆で)前ニ用ヒ

タル同色料ヲ取リ薄ク

重潤
グレーズ

法ヲ施シ其未タ乾カ

サル間ニ 少量ノ白ヲ前

ノ色料ト混和シテ薄弱ナ

ル染淡ヲナスヘシ 

地平線に近いところは、黄

色(ネープルス・又はカド

ミウム)を混ぜねばならな

い。 

ライト・レッドに黄色を混

ぜたものは橙色になり、地

平線にさらに近いところ

はさらに赤色を混ぜる。 

このためには、カドミウ

ム・イエローとマルス・オ

レンジが最適である。 

一度に塗った全体が望ま

しくなかったり、彩度が強

すぎた場合は、最初の絵具

層が十分乾いてから、大き

な筆で、同じ赤色や黄色を

薄く伸ばしてグレーズす

る。 

また、全体が濡れているう

ちに、少量の白色を混ぜた

薄いタッチを筆で入れる。 

                                                   
448 黄 色

カドミユムエルロー

(坂)。「カドミユームノ両黄色｣(岡)であるが、英語原文によれば、“ Yellow must be 
introduced (Naples or cadmium)as the horizon is approached，…”であるので、「ノ両黄

色」欠落(坂)が正しい。 
449 従ヒ

．．
(坂)とあり、欄外に応じ

．．
の表記 

450 黄 色
カドミユムエルロー

(坂) 
451 マルスオランジ(坂) 
452 潤色法

グ レ ー ズ

(坂) 
453 染淡(坂)  
454 ナスベシ(坂) 
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P．33 

329)  this will give atmosphere，and 

without this the operation of 

glazing would produce an effect 

only fit to represent near objects；

‐in other words，having glazed 

the sky to give warmth and tone，

paint this opaque touches into the 

glaze to neutralize it，and produce 

the effect of distance． 

是レ空気ノ趣 455ヲ得

ルノ法ニシテ 只タ潤

色法ニノミ 456止マル

トキハ近キ物 457ヲ画

クニ適セル法ナレハ遠

隔ノ趣 458ヲ得ルコト

不能 459 

(翻訳省略) 

(別の言葉で言えば、空

にグレーズすることは

温かみと調子をもたら

し、このグレーズの中

に不透明な描写をする

ことでグレーズを無力

化し距離を表現する。) 

是レ空氣ノ趣ヲ得ルノ

法ニシテ 一ツニ重潤

法ニノミ止マル時ハ近

キ物体ヲ描クニ適スレ

トモ遠隔ノ趣ヲ得ルコ

ト能ハス 

(翻訳省略) 

(別の言葉で言えば、空に

グレーズすることは温

かみと調子をもたらし、

このグレーズの中に不

透明な描写をすること

でグレーズを無力化し

距離を表現する。) 

これは大気の感じを与え

るが、無ければグレーズの

作用で、近い対象物のみに

適する効果を与えてしま

う。 

 

 

別の言葉で言えば、空にグ

レーズすることは温かみ

と調子をもたらし、このグ

レーズの中に不透明な描

写をすることでグレーズ

を無力化し距離を表現す

る。 

330)  The whole must be united so as to 

entirely conceal the manner in 

which the effect is produced． 

而シテ 460全部ノ趣相

平衡シ調和シテ各種ノ

趣 461ヲ得ルノ着色ノ

方法 462ハ全ク 隠覆
いんふく

セ

シムルヲ宜シトス 

且ツ天空全部ノ色ハ十

分調和シテ着色ノ方法

全ク隠レテ露出セサル

ヲ宜シトス 

全体は、効果がもたらされ

たところを隠すために、統

一されねばならない。 

331)  If floating clouds be introduced in 

as sky of this kind，it must be 

remembered that they will 

partake of the general warmth； 

夕陽ノ天空ニ浮遊セル

片雲ヲ画クニ其色彩ハ

一般ノ熱色ヲ分散 463

スヘシ 

 

晩天ニ浮遊セル片雲ヲ

畫クニ 其色ハ概シテ

熱色ヲ分取スヘシ 

このような空に雲が浮か

んでいる場合は、一般的な

暖色を加えるべきである。 

                                                   
455 赴(岡) 
456 ノミニ(坂) 
457 物体(坂) 
458 趣キ(坂) 
459 能ハズ(坂) 
460 而テ(坂) 
461 赴(岡) 
462｢法方｣(岡)であるが｢方法｣(坂)の方が正しいと思われる。 
463 取(坂) 



371 
 

332)  their light sides being tinted with 

yellow or orange，and the dark 

greys having a mixture of red to 

warm them． 

(翻訳省略) 

雲ノ光所ハ黄色或ハ橙

黄色ヲ以テ淡染シ暗所

(の灰色)ニハ赤色ヲ混

合ス 

(翻訳省略) 

雲ノ光所ハ黄色或ハ橙

黄色ヲ以テ染淡シ暗所

(の灰色)ニハ赤色ヲ混合

ス 

その光部は黄色か橙色で

塗り、暗部は暖かくするた

め、赤を混ぜた灰色で塗

る。 

333)  I have found it useful to make an 

outline of any transitory effect，

such as sunset，and on this 

drawing immediately to write a 

description of the tone and colour 

of the various parts，and general 

effect of the whole； 

夕陽瞬間ノ変現ヲ得ル

ニハ其雲霧ノ形状ノ輪

郭ヲ画キ此部内ニ直チ

ニ各部ノ色料 464及ヒ

全景ノ趣致 465ヲ文字

ニテ筆記シ置クヲ 466

要用ナリトス 

 

夕陽瞬間ノ變現ヲ得ル

ニハ其雲霧ノ形状ノ輪

郭ヲ画キ此部内ニ直ニ

各色ヲ記載シ及ヒ全景

ノ趣致ヲ文字ニテ筆記

シ置クヲ要用ナリトス 

 

私は、日没の様な移り行く

効果の概略は、輪郭線を描

いて置くのが役に立つこ

とに気づいた。 

そしてこの素描の上に、

様々な部分の調子や色や

全体の効果をすばやく既

述しておく。 

334)  giving，as near as words will enable，a 

memorandum of every feature which 

strikes the eye at the particular time，and 

which may be considered to form the 

leading features of the effect． 

此レ其一種ノ趣キヲ瞬間ニ

目撃シ之レヲ記臆ニ留ムル

ノ法ニシテ 

 

 

是レ其一種ノ趣ヲ瞬間ニ目撃

シ之ヲ記臆ニ留ムルノ法ナリ 

 

 

 

特定の時間に感動したあらゆる

様相のメモになるべく近い言葉

を記入すると、主要な様相の効

果を作ることが出来ると考えら

れる。 

                                                   
464 色彩(坂) 
465 赴致(岡) 
466 置ヲ(坂) 
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335)  The next morning let this outline be 

referred to，and a study in oil colours 

painted from it；the memory will，(assisted 

by such memorandum，)enable you to 

produce a much more truthful 

representation of the effect than would be 

obtained by sketching it in colours at the 

time， 

since a little observation will show that the 

changes are so sudden and frequent，as to 

preclude the possibility of adhering in a 

sketch to any particular time of the effect， 

and without this，there is every chance of 

making it a patchwork and inconsistent 

affair． 

其翌朝ニ到リ右ノ輪郭ニ基

キ油繪ヲナセハ此覚ハ467

現場色料ヲ以テ其趣468ヲ

描写セルモノヨリ 却
かえっ

テ真

実ノ景致ヲ現スルノ助ヲ為

スヘシ469 

若シ現場色料ヲ以テ描写セ

ントセハ変化定リ470ナキ

ヲ以テ  筆ヲ下スノ余時ナ

キコトハ少シク実験ヲ積マ

ハ471自ラ悟ルヲ得ヘシ 

(翻訳省略) 

(そしてこれ無しでは、寄せ

集めや、一貫性の無い事にな

ってしまうことが多くあ

る。) 

其翌朝ニ到リ右ノ輪郭ニ基キ

油繪ヲ作セハ 却テ現場色料

ヲ以テ其趣ヲ描寫スルヨリ眞

實ノ景致ヲ顯ハスヲ得ン 

若シ現場色料ヲ以テ描寫セン

トセバ變化定リナキヲ以テ  

筆ヲ下スノ余時ナカラン 

是レ少シク實驗セバ自カラ悟

ラルベシ 

 

(翻訳省略) 

(そしてこれ無しでは、寄せ集

めや、一貫性の無い事になって

しまうことが多くある。) 

翌朝、この輪郭線を頼りに油絵

具で習作を描く。 

記憶は、(メモよって助けられて

いるが)そのときに絵具でスケッ

チによって得た効果よりも、は

るかに真実味のある表現をもた

らすことを可能にする。 

僅かな観察では変化は突然で繁

雑であるから、あらゆる特定の

時刻をスケッチに描きとどめる

ことは不可能である。 

そしてこれ無しでは、寄せ集め

や、一貫性の無い事になってし

まうことが多くある。 

 

P．34 

336)  In skies，all coarse markings of 

the brush，lumping on the 

paint in hard edges，and all 

tricks with the palette knife 

should be avoided． 

天空ヲ画クニ筆ノ粗荒

ナル痕跡及ヒ雲ノ縁端

抔
など

ニ於テ色料ノ重厚ニ

シテ賢固 472ナル趣トパ

レットナイフ 473 ヲ用

ヒタル痕跡ハ凡テ避ケ

サルヘカラス 

天空ヲ描クニ粗荒ナル

筆痕及ヒ雲ノ邊縁 抔
など

ニ

於テ色料ノ厚ツク堅ク

布着シ 或ハパレツト

ナイフヲ用ヒタル痕跡

ノ如キハ惣 

テ避ケサルヘカラス 

空では、筆による荒い痕

跡や、鋭い角を持つ塊、

パレット・ナイフによる

描写は避けるべきであ

る。 

                                                   
467｢此覚ハ｣欠落(岡)であるが、英語原文では、“a memorandum of every feature which strikes 

the eye at the particular time，… and a study in oil colours painted from it；”なので｢此

覚ハ｣(坂)が正しい。 
468 赴(岡) 
469 ｢現ハス助ケヲナスヘシ｣(坂) 
470 定マリ(坂) 
471 実検セハ(坂) 
472 堅固(坂) 
473 交

パレ

色板
ッ ト

小刀
ナ イ フ

(坂) 
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337)  Glazing has been instanced as 

a means of producing depth 

and richness of tone and colour 

in skies，&ｃ． 

潤色法 E

グレージング

A473F

474ハ天空ノ色彩

濃淡冨麗ナル趣 474F

475ヲ生

スルノ手術トシテ時ニ

或ハ用サルヲ得サル 475F

476

ノ法ナリ 

重潤法ハ天空ノ色彩濃

淡富麗ナル趣ヲ生スル

ノ手段トシテ時ニ取リ

使用スヘキ法ナリ 

 

グレーズは、空の調子や

色を深く、豊かにする意

味で例示される。 

一行あけ 

338)  Scumbling may also be 

employed to produce 

distance，vapour，and aerial 

effect． 

It is produced by using the 

opaque colours，or any others 

rendered opaque，by the 

mixture of white with them． 

(翻訳省略) 

A E 暈 E

スカン

AAE搭法 E

ブリング

Aハ遠景 AE烟 E

えん

AAE霞 E

か

Aノ A

E眊 E

ぼう

AA E 眇 E

みょう

A476F

477タル趣 477F

478ヲ生ス

ルノ法ニシテ不透明(な絵

具又は、白を混ぜて不透

明に)ナラシメタルモノヲ

仕用ス 

 

A E 暈 E

スカン

AAE搭法 E

ブリング

Aハ遠景ニ於ケ

ル AE烟 E

えん

AAE霞 E

か

Aノ趣ヲ生スルノ

法ニシテ不透明色ヲ用

ヒ或ハ白ヲ混シテ不透

明トナシタルモノヲ仕

用シ 

 

 

 

 

極メテ少量ノ油ヲ用ヒ

色料ヲ厚ク一着色シ他

ノ清浄ナル筆ヲ取リ摩

擦シテ暈搭シ其趣ヲ得

ヘシ 

スカンブリングも、距離

や、湿気、大気を表現す

るために用いられる。 

それは、不透明な絵具、

又は白を混ぜて不透明

にした絵具を用いてな

される。 

339)  It should be put on with one 

brush thickly，using very 

little vehicle，and rubbed off 

as much as required with 

another clean dry brush； 

極テ 479少量ノ油ヲ用ヒ色

料ヲ濃厚ニ一着色 480シ他

ノ清浄ナル筆ヲ取リ摩擦

シテ 暈落
うんらく

シ其 481趣 482ヲ

得ヘシ 

 

媒剤はごく僅かだけ用

いて、絵具を厚く一度置

く。 

そして、他のきれいな筆

で望む効果が得られる

ようこする。 

340)  if the general tone of the sky 

be considered too warm，the 

scumble should be cool； 

天空ノ一般 483色熱色ニ過

クレハ寒色ヲ以テ暈落ス

ヘシ 

 

天空ノ色熱色ニ過クレ

ハ寒色ヲ以テ暈スヘシ 

 

空が全体的に温かすぎ

ると考えられるときは、

寒色でスカンブリング

する。 

                                                   
474 潤色法

グ レ ー ズ

(坂) 
475 趣キ(坂) 
476｢或ハ用サルヲ得サル｣(岡)に対して、｢取リ仕用スヘキノ法ナリ｣(坂) 
477 遠くよく見えないの意 
478 赴(岡) 
479 極メテ(坂) 
480 ｢一着｣(坂) 
481 其ノ(坂) 
482 赴(岡)、趣キ(坂) 
483 一般ノ(坂) 
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341)  if，on the other hand，it be too 

cold，the scumble should 

partake of yellow or red 

mixed with the white． 

(翻訳省略) 

若シ(一方で)寒色ニ過ク

レハ白ニ黄 484、紅 485ヲ混

和シテ之ヲ 486暈スヘシ 

(翻訳省略) 

若シ(一方で)寒色ニ過ク

レハ白ニ黄色紅色ヲ混

和シテ之ヲ暈スヘシ 

一方で、冷たすぎる場合

は、白を混ぜた黄色や赤

色でスカンブリングす

る。 

342)  Scumbling gives great variety 

of accidental forms，produces 

uncertainty and 

indistinctness，and 

consequently conveys the 

effect of distance； 

(翻訳省略) 

暈搭法ハ物形ニ(思いもか

けない)種々ノ変化ヲ与ヘ

其 眊眇
ぼうみょう

487曖昧ノ趣 488キ

ヲ生シ為ニ 489遠景ヲ

寫 490スニ宜シ 

(翻訳省略) 

暈搭法ハ物形ニ(思いも

かけない)種々ノ變化ヲ

與ヘ其曖眛ノ趣ヲ生シ

爲メニ遠景ヲ寫スニ宜

シ 

スカンブリングは様々

な思いもかけない形を

与え、はっきりせず不明

瞭にして、その結果とし

て距離を表現する。 

343)  it gets rid of the solid opaque 

appearance of the thick 

painting，softens any hard 

drawing without taking away 

sharpness，and conveys a 

feeling of being able to look 

into，or beyond the surface of 

a sky． 

又濃厚ニ付着セル色料ノ

縁端□鋭ナル趣 491キヲ害

セスシテ軟和ナラシメ深

ク 沈淪
ちんりん

セル趣キヲナシ

天空虚空ナル趣キ 492ヲ生

スルニ宜シ 

 

又濃厚ニ布着セル色料

ノ邊縁鋭キ處ヲ害セス

シテ若カモ軟和ナラシ

メ深ク 沈淪
ちんりん

セル趣ヲナ

シ天空虚空ノ觀ヲ生ス

ルニ宜シ 

 

それは、不透明な厚塗り

の外観を免れ、鋭さを損

なうことなく硬い素描

を和らげる。 

そして、深く引き込まれ

空の抜けた感覚を表現

することが出来る。 

344)  All distances may be 

subjected to this operation 

more or less； 

惣 E

そうじ

Aテ遠景ニハ多少此方

法ヲ仕用ス 

 

A E 惣 E

そうじ

Aテ遠景ニハ多少此法

ヲ使用ス 

 

多かれ少なかれこの手

法が用いられる。 

345)  it will imitate vapour，smoke，

or the spray or mist of the 

sea，or waterfalls． 

(翻訳省略) 

AE雲烟 E

うんえん

A及ヒ浪波 492F

493(海霧)瀑

布ノ水霧ヲ写スニ此法ヲ

用ユヘシ 

(翻訳省略) 

AE雲烟 E

うんえん

A及ヒ浪波(海霧)瀑

布ノ如キ水霧ヲ寫スニ

ハ此法ヲ用ユヘシ 

これは、湿気、煙、海の

しぶきや霧、又は滝を表

現する。 

 

                                                   
484 黄色(坂) 
485 紅色(坂) 
486 之レヲ(坂) 
487 眊 眇

ぼうみょう

ヲ(坂) 
488 赴(岡) 
489 為メニ(坂) 
490 写(坂) 
491 赴(岡) 
492 赴キ(岡)、趣(坂) 
493 浪々(坂) 
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P．35 

目次 Mountains 

346)  Much that has been said of 

painting clouds will apply to 

painting Mountains． 

山岳ヲ描クノ 494方法ハ又

雲ヲ描クモノト稍ヤ同一

ナリ 

山峯ヲ描ク方法ハ又雲

ヲ描クモノト稍ヤ同一

ナリ 

雲の描写について述べ

たことは、山の描写にも

当てはまる。 

347)  They are influenced by the 

light and state of the 

atmosphere． 

山峰ハ日光及ヒ空気ノ有

様ニ應シ 495同一ノ 峯
ほう

嶺
りょう

ト雖モ 496或ハ明瞭ニ見ユ

ルコトアリ 

山峯ハ日光及ヒ空氣ノ

有樣ニ應シ同一ノ 峯
ほう

嶺
りょう

ト雖モ或ハ明瞭ニ見

ユルコトアリ 

それは、光や大気の状態

に影響される。 

348)  The same mountain will，

under different effects，

appear light，flat grey，pale 

blue，deep blue，purple，

brown，green，orange，drab，

sometimes almost black，

and，indeed，every possible 

change and variety of colour 

will be occasionally 

presented． 

(翻訳省略) 

(同じ山が 異なる影響の

下では、明るく) 扁平ニシ

テ素白ノ藍色ニ見ユルコ

トアリ 濃藍色、紫色、鳶

色、緑色、橙黄(くすんだ

茶色)等ヲ現ハシ時トシテ

ハ黒色ヲ呈シ実ニ色ノ変

化ヲ極ル者 497ト云ウヘシ 

(翻訳省略) 

(同じ山が 異なる影響

の下では、明るく)扁平ニ

シテ素白ノ藍色ニ見ユ

ルコトアリ 濃藍色 

紫色 鳶色 綠色 橙

黄(くすんだ茶色)等ヲ顯

シ 時トシテハ黒色ヲ

呈シ實ニ色ノ變化ヲ極

ムルモノト云ウヘシ 

異なる影響の下では、同

じ山が、明るさ、色の単

調な灰色、淡い青色、深

い青色、紫色、茶色、緑

色、橙色、くすんだ茶色、

又時としてほとんど黒

色であったりする。 

そして、実にあらゆる変

化と種類の色が時とし

て現れる。 

349)  The more distant they are，

the flatter and more simple 

should be their treatment； 

山峯 498ハ遠ク隔离スル

ニ 499従ヒ扁平ニシテ形状

單一 500ナリ 

山峯ハ遠ク隔タルニ從

ヒ扁平ニシテ形状單一

ナリ 

距離が遠くなるほど、よ

り淡く、単調に表現すべ

きである。 

350)  the variety of colour should 

be concealed，the outline 

tender，the textures flat： 

(翻訳省略) 

且ツ色ノ変違ナク輪郭稀

弱(テクスチャーは平板に

すべき)ナリ 

(翻訳省略) 

且ツ色ニ變化ナク輪郭

稀弱(テクスチャーは平

板にすべき)ナリ 

色の種類は少なく、輪郭

線は弱められ、テクスチ

ャーは平板にすべきで

ある。 

351)  they should be painted over 

the sky when wet，like all 

distances； 

凡テ遠景ヲ画クノ法ト等

シク天空ノ着色猶ホ未タ

霑
てん

濕
しつ

セル間ニ山峰ヲ画ク

ヘシ 

總テ遠景ヲ描クノ法ト

等シク天空ノ着色猶未

タ 霑
てん

濕
しつ

セル間ニ山峰ヲ

畫クヘシ 

どんな距離であれ、それ

らは、空が乾かないうち

に上から塗るべきであ

る 501。 

                                                   
494 画クノ(坂) 
495 応シ(坂) 
496 雖トモ(坂) 
497 極ムルモノ(坂) 
498 山峰(坂) 
499 遠ク隔タルニ(坂) 
500 形単一(坂) 
501 (佐)「そして、一般的に遠景を描くのと同じように、空の着色が湿っているとき、その上に

描き入れるのである」。とあるが”all distances”は「遠景」ではなく「あらゆる距離」が正し

い。”distances”と複数形になっている。 
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352)  solid painting，as in the sky，

being employed． 

(翻訳省略) 

(空の様に) 色料ハ濃厚ナ

ルヲ宜シ 502トス 

(翻訳省略) 

(空の様に)色料ハ濃厚ナ

ルヲ宜シトス 

空の様に、厚く塗る 503。 

353)  The general masses should 

be painted with large 

brushes in a flattish tint，and 

the light and shade marked 

on it while wet， 

this will avoid hardness； 

先ツ大筆ヲ用ヒ扁平ナル

色ヲ以テ一般ノ形ヲ画キ

後チ其霑濕セル上ニ隂陽

向背ヲ点スヘシ 

此ノ如クナストキハ堅剛

ナル趣 504ヲ避クルニ宜シ 

(翻訳省略)先ツ大筆ヲ用

ヒ偏平ナル色ヲ以テ一

般ノ形ヲ画キ後チ其霑

濕セル上ニ陰陽向背ヲ

点スヘシ 

(そうすると硬さを防ぐ

ことが出来る。) 

大まかな塊を大きな筆

で単調な色で塗り、明部

と暗部を乾かないうち

に描く。 

そうすると硬さを防ぐ

ことが出来る。 

354)  if the mountains be covered 

with snow they will receive 

the tone cast upon them by 

the sun，the lights being 

warm and the shadows cold； 

峯嶺積雪ノ皚
がい

然 505タルハ

日光ヲ映照シ其光所ハ熱

色ニシテ隂影ハ寒色ナリ 

 

峯嶺雪ヲ載クトキハ日

光ハ映照シ其光所ハ熱

色ニシテ陰影ハ寒色ナ

リ 

 

もし山が雪に覆われて

いれば、太陽によって調

子を受け、明部は温かく

暗部は冷たくなる。 

355)  they may be painted with the 

same colours used in the 

sky． 

惣テ色料ハ其天空ノモノ

ト同一ナル色ヲ用ユヘシ 

惣テ色料ハ其天空ノモ

ノト同一ノ色ヲ用ユヘ

シ 

それは、空で用いたもの

と同じ色を用いる。 

356)  In cases where they are 

mixed up with the sky，blend 

them with it in the solid 

painting， 

and if more effect of vapour 

be required，scumble them 

when dry． 

(翻訳省略) 

天空ト相混同 506スルノ場

合アレハ(厚い絵具で)能ク

筆ヲ暈スヘシ 

若シ猶ホ烟
えん

霧
む

ノ趣ヲ取ラ

ント欲セハ(乾いてから)

暈
うん

搭法
とうほう

ヲ施ス 507ヘシ 

(翻訳省略) 

天空ト相混和スルノ塲

合アレハ(厚い絵具で)能

ク筆ヲ暈スヘシ 

若シ猶 烟
えん

霧
む

ノ趣ヲ取ン

ト欲セハ(乾いてから)暈
うん

搭法
とうほう

ヲ施スヘシ 

空と混ざる部分を描く

場合は、厚い絵具で混ぜ

る 508。 

そして、霧を表現する場

合は、乾いてからスカン

ブリングする。 

                                                   
502 宜(坂) 
503 (佐)「さらに、空を描くのと同じように、均質な描き方がもしいられる」。とあるが”solid”
は「均質な」ではなく「厚く」が正しい。 
504 赴(岡)、趣キ(坂) 
505 白い様の意 
506 混和(坂) 
507 施コス(坂) 
508 (佐)「山頂が空と混ざり合っている箇所では、均質描法を用いて山と空をブレンドしなけれ

ばならない」。とあるが“with it in the solid painting”は「厚い絵の具で」が正しい。 
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357)  Where there are several 

mountains at different 

distances，paint the most 

distant first，and the others 

in succession． 

数峰 重疂
じゅうちょう

セルモノハ最

遠隔セル者ヨリ始メ 509漸

次ニ近キニ 510及フ 

 

数峯 重疂
じゅうちょう

セルモノハ

最遠隔セルモノヨリ初

メ漸次ニ近山ニ及フ 

 

いくつかの山が様々な

距離にある場合は、最初

に最も遠くの山から始

めて、続けて他を描く。 

358)  I have，in the arrangement of 

this work，commenced with 

the foreground，for the 

reason that I think studies of 

this kind the best to begin 

with； 

此書冊 511初メ前景ヲ描ク

ノ法ヲ述ヘタリ 

蓋 E

がい

Aシ前景ノ物体ハ初学習

業ノ便ニ宜シキヲ以テナ

リ 

 

此書冊初メニ前景ヲ描

クノ法ヲ述ヘタリ 

AE蓋 E

がい

Aシ前景ノ物体ハ初學

習業ノ便ニ宜シキヲ以

テナリ 

私は、この本で前景を描

くことから記した。 

それは、私がそのような

練習から始めるのが最

良であると考えるから

である。 

359)  but it must be recollected，

that in painting a picture 

from nature，the sky is the 

first part to be painted，then 

the distance，next the middle 

distance，and lastly the 

foreground． 

然レトモ今実景ニ望ミ風

景ヲ描クニハ 先ツ天空

ヨリ初メ遠景ヲ描キ次テ

中景ヲ模シ終リニ前景ヲ

作スモノト知ルヘシ 

 

然レトモ今實景ニ望ミ

風景ヲ描クニハ 先ツ

天空ヨリ初メ遠景ヲ描

キ次テ中景ヲ模シ終リ

ニ前景ヲ作スモノト知

ルヘシ 

しかし自然から描く

ときは、空は最初に

描かれる部分であ

り、次に中景、そし

て最後に前景である

ことを思い出さねば

ならない。 

P．36 

360)  The sky being more liable to 

important changes in effect，

should be，for this reason，

settled first， 

particularly as it influences 

every other part of the 

subject． 

天空ハ景色ノ全体ニ影響

ヲ与フルモノナレハ最初

ニ着色ヲ施スヲ宜シトス 

天空ハ景色ノ全体ニ影響

ヲ與フルモノナレハ最初

ニ着色ヲ施スヲ宜トス 

空は、効果の重要な変更を

与えやすいので、最初に描

かれるべきである。 

(翻訳省略) 

(特にそれは主題他の全て

の部分に影響を与える。) 

(翻訳省略) 

(特にそれは主題他の全

ての部分に影響を与え

る。) 

特にそれは主題他の全ての

部分に影響を与える。 

 

                                                   
509 初メ(坂) 
510 近山ニ(坂) 
511 此書(坂) 
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目次 Water 

361)  Water．‐Water is so much 

influenced by the 

circumstances attending it，

such as the ground underneath 

it．its purity，action，repose，

reflection，&c．， 

that it will be difficult to give 

directions to meet every case． 

水ハ水底ノ地質ト流動

及ヒ 水邉
み ず べ

512ノ物体形

状 513映照スルニ應シ 514

其趣一様ナラス 

故ニ適應 515ノ彩色法ヲ

示スコト難シ 

 

水ハ其水底ノ地質ト流動

及ヒ 水邉
み ず べ

ノ物形映照ス

ルニ應シ其趣一樣ナラス 

 

故ニ一ニ適應ノ彩色法ヲ

示スコト難シ 

 

水。水は水底や水質、純度、

流れ、淀み、反射等の環境

に大きく影響される。 

それで、あらゆる場合につ

いて指示するのは困難であ

ろう。 

362)  I shall，therefore only attempt 

to describe the methods 

adopted in imitating the most 

general and frequent effects． 

只一般ノ趣ト 屡々
しばしば

発生

スル変化ヲ類摸スルノ

法ヲ示スニ止マルノミ 

 

只一般ノ趣ト 屡々
しばしば

發生

スル變化ヲ類摸スルノ法

ヲ示スニ止マルノミ 

 

それで私は、最も一般的で、

よく起こる効果を描く方法

のみを記すようにしてみよ

う。 

363)  First，of the Sea． 海水 海水 最初に海について。 

364)  ‐To paint the sea under the 

influence of a clear blue sky，

(such as I have given 

directions for painting in page 

29)，use white with permanent 

blue，and if required，indigo 

mixed with it； 

(翻訳省略) (29 ページで

描き方を示したような)

麗朗タル晴天ノ時海面

ヲ画クハ 516

群 青 E

ペルマネントブリユー

A516F

517ト白ヲ用

ヒ(必要であれば)或ハ A

E 紺 E

インジゴ

Aヲ混和ス 

 

(翻訳省略) (29 ページで

描き方を示したような)

晴天ノ時海面ヲ描クハ 

ペルマ子ント、ブリユー

ト白ヲ用ヒ(必要であれ

ば)或ハインジゴヲ混和

ス 

澄んだ青空の下にある海(私

が 29ページで描き方を示し

たような)を描くには、白に

パーマネント・ブルーを混

ぜ、もし必要であればイン

ディゴを混ぜて用いる。 

365)  the blue may be reduced by 

introducing into it green，

terra vert，amalachite，or 

emerald green； 

(翻訳間違い) 

藍色ヲ現スルニハ綠色、

暗
テルレ

綠色
ベ ル ト

518、アマラカイ

ト 519、イメラルト緑 520ヲ

和スヘシ 

藍色ヲ減スルニハ綠色 

テルレベルテ、アマラカ

イト、イメラルト綠ヲ和

スヘシ 

 

青色は、緑色、テール・ヴ

ェルト、マラカイト、また

はエメラルド・グリーンを

混ぜることで弱められる。 

                                                   
512 水辺(坂) 
513 物形(坂) 
514 応シ(坂) 
515 適応(坂) 
516 ｢海水ヲ画クニ麗朗タル晴天ノ時ハ｣(岡)に対し、｢海水 麗朗タル青天ノ時海面ヲ画クハ｣

(坂)。どちらも間違えではないが、英語原文によると、“First，of the Sea．‐To paint the 
sea under the influence of a clear blue sky，…；であるので、より忠実なのは(坂)と考え

られる。 
517 群 青

ペルマ子ンブリユー

(坂) 
518 暗

テルレ

緑色
ベ ル テ

(坂) 
519 アンダーラインなし(坂) 
520 アンダーラインなし(坂) 
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366)  Indian red，is useful also in 

obtaining the purple hue，and 

in neutralizing the blue． 

(翻訳省略) 

紫色ヲ与フルニハ(また、

青色を弱めるのには)鉄丹

ヲ和スヲ宜シトス 

(翻訳省略) 

紫色ヲ與フルニハ(また、

青色を弱めるのには)イ

ンジアレットヲ和ス 

インディアン・レッドも又、

紫色を作ったり、青色を弱

めるのに便利である。 

367)  In the most distant parts，

some blue black may，if 

required，be introduced； 

(翻訳省略) 

遠隔セル部ハ(必要であれ

ば) 少許
すこしばか

リノ 黒 藍
ブリユーブラツキ

ヲ混ス 

(翻訳省略) 

遠景ニハ(必要であれば)

少許ノブリユーブラツキ

ヲ混ス 

もし必要であれば、最も遠

いところは、ブルー・ブラ

ックを用いる。 

368)  a hog hair brush should be 

used． 

(以下誤訳) 

筆ハ 鉾
ほこ

ノ長キヲ用ユヘ

シ 

(以下誤訳) 

筆ハ 鉾
ほこ

ノ長キヲ用ユヘ

シ 

豚毛の筆を用いる。 

369)  The sky being painted，and 

encroaching a little below the 

horizontal line，look well at 

the general tone of the mass， 

if the day be dry and 

accompanied with a little 

wind，the line of the horizon 

will be clearly defined； 

(翻訳省略) 

(空を描くときは、水平線

の少し下まで塗り、一つ

の全体的な調子が良く見

えるようにする。) 

(翻訳省略) 

(空を描くときは、水平線

の少し下まで塗り、一つ

の全体的な調子が良く

見えるようにする。) 

空を描くときは、水平線の少

し下まで塗り、一つの全体的

な調子が良く見えるように

する。 

天気清麗ニシテ微風軟々

タルトキハ地平線ノ分界

明瞭 521ニ見ユヘシ 

 

天晴レ 風少キ時ハ地

平線ノ分界明瞭ニ見ユ

ヘシ 

 

もし、乾燥して風が僅かしか

ない日であれば、水平線はは

っきりと識別できるであろ

う。 

370)  in very hot weather it will be 

seen more hazy； 

炎暑ノ 候
そうろう

ハ此分界ト髣

髴タリ 522 

炎暑ノ 候
そうろう

ハ此分界髣

髴タリ 

もしとても暑ければそれは

ぼやけて見えるであろう。 

371)  the latter effect will be 

conveyed by blending the sky 

tints into the water， 

and softening them so as to 

render the line of the horizon 

faint． 

斯ル趣 523キヲ取ルニハ水

靣ヘ天空ノ色ヲ 暈
うん

搭
とう

セ

ハ天水 髣
ほう

髴
ふつ

ノ趣 524ヲ生

スヘシ 

斯ル趣ヲ取ルニハ水面

ヘ天空ノ色ニ 暈
うん

搭
とう

スル

ヲ可トス 

後者の効果は空の色を水と

混ぜることで表現できる。 

 

(翻訳省略) 

(そして、水平線が消える

ように柔らかくする。) 

(翻訳省略) 

(そして、水平線が消える

ように柔らかくする。) 

そして、水平線が消えるよう

に柔らかくする。 

                                                   
521 瞭明(坂) 
522 ｢此分界共同シ赴ニ見ル者ナリ｣(岡)に対し、｢此分界ト髣髴タリ｣(坂)。英語原文によれば、“in 

very hot weather it will be seen more hazy；”であるので、どちらでもよいが(坂)とした。 
523 赴(岡) 
524 赴(岡) 
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P．37 

372)  With a large brush lay in a flat tint 

as near the colour as possible，

commencing a little below the 

horizon，and working up to it，using 

rather less paint as it is 

approached， 

by which means the sky tint will be 

made available，by blending it with 

the sea． 

(翻訳省略) 

大筆ヲ以テ地平線ノ少シ

ク下際ヨリ(なるべく海

の色に近い単調な色で)

初メ線ニ近接スルニ應

シ 525色料ヲ減少スヘ

シ 526 

天空ノ色ト海 527ト相暈

シ 以テ遠景ノ趣 528ヲ

得 

 

 

筆ハ横ニ走ラシメ 水面

全部ヲ能ク塗抹シ 色ノ

変化ノ隂影ヲ適度 529ニ

現ハスヘシ 

(翻訳省略) 

海面ヲ描クニハ大暈ヲ

以テ地平線ノ少シク下

際ヨリ(なるべく海の

色に近い単調な色で)

始メ線ニ近接スルニ應

シ色料ヲ減少□ 

天空ノ色ト海面ト相暈

シ 以テ遠景ノ趣ヲ得

ヘシ 

なるべく海の色に近い

単調な色を大きな筆で

置く。 

それは水平線のすぐ下

から始め、上へ描く。 

そして、水平線に近いほ

ど少なく塗る。 

なぜなら、空の色は、海

と混ぜることで作れる

からである。 

373)  The brush should be used 

horizontally covering the whole 

extent of water，and introducing 

any variety of colour or shade 

required． 

筆ハ横ニ走ラシメ 水

面全部ヲ能ク塗抹シ 

色ノ變化ト陰影ヲ適度

ニ顯スヘシ 

筆は、海全体の広がりを

覆うように水平に用い、

あらゆる種類の色や影

を描きいれる。 

374)  Much variety will be found to exist 

where the water is shallow；

approaching the shore it will 

partake of the colour of it，thus 

appearing lighter and warmer than 

the deeper parts． 

水面ノ変化ハ水ノ浅所ニ

多ク濱岸ニ達スルニ従ヒ

其色ヲ分 遺
い

シ 深所ヨ

リ色稀弱ニシテ熱色ナリ 

 

水面ノ變化ハ水ノ淺所

ニ多ク濱岸ニ達スルニ

従ヒ其色變化多クシテ 

深所ヨリ其色稀弱ニシ

テ熱色ナリ 

水が浅いところは、大変

変化が多い。 

岸に近づくと色が変わ

り、深いところより明る

く、温かみを帯びる。 

375)  To soften the horizontal 

lines，cross them by using 

the brush perpendicularly，

and afterwards finishing 

with the horizontal use of it． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

水平線を弱めるため、筆

を垂直に使ってそれら

を交差し、後、水平に用

いて仕上げる。 

                                                   
525 応シ(坂) 
526 減少シ(岡)であるが、英語原文によると、“…and working up to it，using rather less paint 

as it is approached，”であり、コンマで文章を分け、減少スヘシ(坂)とした。 
527 海(岡)に対し、海色(坂)。英語原文によれば“by which means the sky tint will be made 

available，by blending it with the sea．”であるので、海(岡)が正しい。 
528 赴(岡) 
529 過度(坂)であるが、英語原文では、“The brush should be used…and introducing any 

variety of colour or shade required．”であるので、｢適度｣(岡)が正しい。 
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376)  Should the wind be sufficent 

to produce small whitish 

crests on the waves，avoid 

making them too white， 

and in distance do not 

attempt to individualize 

them． 

(翻訳間違い) 

微風送リ来テ海面細波ヲ

生シ波頭 鱗々
りんりん

タル趣 530ヲ

寫 531スニ 白色ヲ過度ニ

仕用スヘカラス 

又遠景ニハ波頭ノ白色ヲ

此細ニ点布スルヲ 532要ス 

微風細波ヲ生シタル趣ヲ寫

スニハ 白色ヲ過度ニ使用

スヘカラス 

 

又遠景ニハ波頭ノ白色ヲ些

細ニ点布スルヲ要セス 

 

風が小さい白い波頭を

つくるほど強い場合、白

くしすぎないようにす

る。 

そして、遠くのものは、

個別に描こうとしない

ようにするべきである。 

377)  A drag of light，when the 

under surfaces is set or dry，

will produe the effect in the 

distant parts； 

静止セル海靣ニ 533日光 534

輝照セハ其平遠ノ趣 535ヲ

得ルニ 536宜シ 

(追加説明) 

静止セル海面ニ日光ノ輝點

セハ初メ下際ノ色ヲ作リ乾

キタル上ニ白色ヲ以テ光輝

セル趣ヲ取リ 

最初に下塗りをして、画

面が整ったり乾燥して

いる時に、白色で光を描

けば、遠くの部分の効果

を得られる。 

378)  close in the foreground they 

may be more particularly 

defined． 

然ルモ 537前岸ニ達スルニ

従テ日光ノ輝照セル部稍

ヤ判然タルヘシ 

前岸ニ達スルニ從ヒ日光ノ

輝照セル部稍ヤ判然タルヘ

シ 

前景に近い部分はより

識別しやすい。 

379)  If the view be taken from the 

beach，the near waves 

breaking on the shore may be 

defined by expressing their 

light shadow，and reflection； 

海濱ノ 堤塘
ていとう

ヨリ海上ヲ眺

ムレハ 538近岸ノ波浪ハ磯

濱激波シ其形状ニ於テ隂

陽照映ヲ判然顕スヘシ 539 

海濱ニテ激破セル浪波

ハ 其形状ニ於テ陰陽

ト返照ヲ判然顕ハスヘ

シ 

 

もし岸辺より見れば、近く

の波が岸に打ち上げるの

を、明暗と反射の表現で識

別できるであろう。 

380)  and it should be remembered 

that here，there being much 

opaque matter，such as sand，

chalk，&c．，mixed up in the 

water，it will receive shadows 

of a more positive and defined 

character． 

(翻訳省略) 

(これは念頭に置くべきで

あるのだが、) 而シテ海水

濱岸ニ近ケハ 540 潮水

土沙 E

ど し ゃ

A (や白亜等)ヲ混合シ

為メニ其動揺 540F

541ニ應 541F

542シ

テ陰影判然タルヘシ 

(翻訳省略) 

(これは念頭に置くべ

きであるのだが、)是レ

潮水土沙(や白亞等)ヲ

混合シ爲メニ動揺ニ應

シテ陰影向背ヲ分明ナ

ラシムルカ爲ナリ 

そして、これは念頭に置く

べきであるのだが、砂や白

亜等の完全に不透明な物質

が水と混ざると、影がはっ

きりしてその特徴を見やす

い。 

                                                   
530 赴(岡) 
531 写(坂) 
532 スル(坂) 
533 海面静止セルニ(坂) 
534 日光ノ(坂) 
535 赴(岡)、趣キ(坂) 
536 得ル(坂) 
537 然レトモ(坂) 
538 望メハ(坂) 
539 顕ハスヘシ(坂) 
540 近ツケハ(坂) 
541 揺動(坂) 
542 応(坂) 
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381)  If this study be painted on a 

second day，the time and 

weather should entirely 

correspond with that when the 

picture was commenced，

otherwise the water will be so 

unlike as to render it 

impossible to continue the 

same effect． 

(追加説明) 

凡ソ海上ノ景ヲ寫 543スニ

其初日ニ落成セスシテ 544

第二日ヲ要スレハ其初日

ニ 画
えがけ

ル 545時刻ト天気ヲ

同一ナラシメサレハ 初

起ト同等ノ景ヲ窺フコト

能ハス 

 

(追加説明) 

凡ソ海上ノ景ヲ寫スニ

ハ其初日ニ落成セスシ

テ第二日ヲ要スレハ其

初日ニ寫セシ時刻ト天

氣ヲ同一ナラシムヘシ 

然ラサレハ初趣ト同等

ノ景ヲ見ルコト能ハス 

もしこの習作が二日目に描

かれるとすれば、それが始

められた時と時刻や天候が

完全に一致しなければなら

ない。 

さもなければ、水は、同じ

ような効果を続けることは

不可能で、表現が異なる。 

382)  In this second painting，glazing 

will be required to give depth，

and should be modified in the 

manner described in glazing 

skies‐by retouching slightly 

with opaque colours，thinly 

used； 

且ツ 546第二次ノ彩色ハ潤

色法ニ依テ色ヲ深濃ナラ

シメ天空ヲ潤色スルト同

一ノ法ヲ以テ稀弱ナル暗

体色ヲ諸所ニ点用スヘシ 

 

且第二次ノ彩色ハグ

レーズニ依テ色ヲ深

濃ナラシメ天空ヲ重

潤スルト一同ノ法ヲ

以テ稀弱ナル暗体色

ヲ諸所ニ点用スヘシ 

 

この二回目の描画において

は、グレーズが深みをもた

らし、空のグレーズについ

て述べた方法によって改善

される。 

即ち、僅かな不透明の絵具

を薄く用いることである。 

P．38 

383)  scumbling may be also used to 

give the effect of haze and 

distance． 

(翻訳省略) 

又暈搭法ヲ用ヒハ(霞や)

遠景ノ趣ヲ取ルニ宜シ 

(翻訳省略) 

又暈搭法ヲ用ヒハ(霞や)遠

景ノ趣ヲ取ルニ宜シ 

スカンブリングは、霞や

距離感の効果を与える

ためにも用いられる。 

                                                   
543 写(坂) 
544 落成セズシテ(坂) 
545 写セシ(坂) 
546 且(坂) 



383 
 

 

384)  Should floating clouds pass 

between the sun and the sea，

shadows and reflections will be 

cast upon it of various colours，

bright greens，yellows，browns，

or purples， 

these can be introduced upon the 

mass previously painted in；they 

should be introduced only in 

conformity with the clouds 

occasioning them， 

(翻訳省略) 

片雲天空ニ浮遊セハ海

靣之カ陰影ト返照ヲ生

シ 緑色、黄色、鳶色、

紫色、等数種 547ノ変現ヲ

起スヘシ 

斯ル数色ハ初メニ着色

セル(塊の)上層ニ点布シ

且ツ 548天空ノ片雲ニ相

應 549セサルヘカラス 

 

(翻訳省略) 

片雲天空ニ浮遊セハ海面

之カ陰影ト返照ヲ生シ 

綠色、黄色、鳶色、紫色、

等各種ノ變現ヲ起スヘシ 

斯ル數色ハ初メニ着色セ

ル(塊の)上層ニ点布シ且ツ

天空ノ片雲ニ相應セサル

ヘカラス 

 

 

太陽と、海の間を漂う雲

には、海の影と反射が

様々な色で投影する。 

それは、鮮やかな緑

色、黄色、茶色また

は紫色である。 

これは、最初に塊を描い

た上に塗り、それらを、

そのように描いた雲と

一致させるべきである。 

and must therefore not be 

altered after the sky is decided 

upon． 

(翻訳省略) 

(そして、空が決定してか

らは変更してはならな

い。) 

(翻訳省略) 

(そして、空が決定してか

らは変更してはならな

い。) 

そして、空が決定してか

らは変更してはならな

い。 

385)  In painting a stormy sea and 

sky，fix upon the masses，and 

paint them in broadly without 

any reference to the detail；being 

very careful to observe that the 

sea and sky correspond． 

暴風怒波ヲ起シ雲雨天

空ヲ覆フノ景ヲ写スト

キハ 形様ノ細部ニ着

目 550セス先ツ大部分ノ

形状ヲ写シ天空ノ形状

色彩ト海面ノ 趣
おもむき

551相

應 552セシコトヲ勤メテ

怠ル勿レ 553 

(翻訳省略) 

暴風怒浪ヲ起シ雲雨天空

ヲ覆フノ景ハ 形樣ノ細

部ニ着目セス先ツ大部分

ノ形状ヲ寫シ天空ノ形状

色彩ト海面ノ 趣
おもむき

相應セ

サルヘカラス(細心の注意

を払う) 

嵐の海や空を描くには、

塊を捕らえ、あらゆる細

部に捉われずに大まか

に描く。 

この時、海と空が一致す

るよう細心の注意を払

う。 

                                                   
547 各種(坂) 
548 且(坂) 
549 応(坂) 
550 着色(坂)であるが、英語原文によると“In painting a stormy sea and sky，… without any 

reference to the detail；であるので、着目(岡)が正しい。 
551 赴(岡) 
552 応(坂) 
553 怠ルへカラス(坂) 
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386)  A stormy sea may be painted 

with black，white，and raw 

umber；a little yellow may be 

required to give colour；the 

whole should be laid in in 

masses，with semi‐transparent 

colour，and the lights put on 

afterwards； 

風雨波浪ノ趣 554ハ黒、

白、 脂
ローアンバー

ヲ専用シ少許

ノ黄色ヲ混シテ僅カニ

色勢ヲ生シ全部皆ナ半

透明色ヲ以テ諸形状ノ

塊積ヲ作リ 光ハ後チ

ニ加入ス 

 

風雨波浪ノ趣ハ墨白ロー

アムバアヲ専用シ少許ノ

黄色ヲ混シテ僅カニ色勢

ヲ生シ全部皆ナ半透明色

ヲ以テ諸形状ノ塊積ヲ作

リ 光ハ後チニ加フヘシ 

 

嵐の海は、黒色、白色と

ロー・アンバーで描く。 

少量の黄色を混ぜると

色合いが出る。 

全て半透明色で、塊とし

て描く。 

光部は後で描く。 

 

387)  avoid the use of much white； 且ツ光ニハ白色ノ多量

ナラサルヲ要ス 

且ツ光ニハ白色ノ多量ナ

ラサルヲ要ス 

それは白くなりすぎな

いようにする。 

388)  the surf and crests of the waves 

may be softened by the use of a 

dry brush． 

白浪ハ乾燥セル筆ヲ以テ

軽ク擦過スヘシ 

 

白浪飛揚セル樣ハ乾燥セ

ル筆ヲ以て輕ク擦過スヘ

シ 

波頭はドライブラシで

和らげる 555。 

389)  Seas may be glazed，and a little 

semi-opaque colour introduced 

occasionally into the glaze to 

give neutrality； 

晴天及ヒ風雨ノ海面ハ又

潤色法ヲ施シ 556処トシテ

少許ノ半透明色ヲ附着 557

シ色勢ノ平和ヲ与フ 

晴天及ヒ風雨ノ海面ハ共

ニ 重潤法ヲ施シ處トシ

テ少許ノ半透明色ヲ布着

シ色勢ノ平和ヲ與フ 

海は、グレーズして、場

合によっては、少量の半

透明色を描き入れ、中性

化する。 

390)  they may also be scumbled to 

give distance and mist． 

或ハ遠隔ノ部 并
ならび

558ニ烟

霧ノ朦朧タル趣 559ハ暈搭

法ヲ用ユヘシ 

或ハ遠隔ノ部 并
ならび

ニ烟霧

ノ朦朧タル趣ハ暈搭法ヲ

用ユヘシ 

また、スカンブリングし

て、距離や霧を表現す

る。 

391)  They should be painted with 

great freedom，and the forms 

decided upon as much as 

possible at once； 

総テ海面ハ活発自在ニ着

色シ成ルヘク筆鏑ヲ一下

シテ 直チニ形状ノ整頓

センコトヲ勉ムヘシ 

總テ海面ハ活発自在ニ着

色シ成ルヘク筆鏑ヲ一下

シテ 直ニ形状ノ整頓セ

ンコトヲ勉ムヘシ 

これらは自由に描き、形

は出来るだけ一度で決

める。 

392)  the whole should be wet 

wherever painted on； 

且ツ着色ヲ行フニハ下層

ノ乾固セル上ニ施サス 560

霑濕 561セル上ニ布着ス 

且ツ着色ハ下層ノ乾固セ

ル上ニ施サス粘濕セル上

ニ布着ス 

また、どこであろうと濡

れている内に描く。 

                                                   
554 赴(岡) 
555 (佐)「打ち寄せる波のしぶきや波頭は、乾いた筆を用いて柔らかく描かれる」とあるが、”dry 
brush”は「ドライブラシ」であって「乾いた筆」ではない。ドライブラシは、「作画の一手法

で、顔料や絵の具を少量つけたブラシですりこむようにして描く」ことである。小学館、ラン

ダムハウス英和辞典 cdrom 版 第二版。 
556 施コシ(坂) 
557 布着(坂) 
558 並(坂) 
559 赴(岡) 
560 施コサス(坂) 
561 沾濕(坂) 
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393)  this enables the painter to run 

one form into another，to keep 

the drawing sharp where it is 

required to be so，and to unite 

the forms and colours； 

此ノ如クセハ波浪ノ一形

ヲシテ鋭利ナラシメ又ハ

他形ニ流遷セシメ 或ハ

形状ト色彩トヲシテ相一

致セシムルノ便宜ヲ得ヘ

シ 

斯クノ如クセハ波浪ノ一

形ヲシテ他形ニ流遷セシ

メ 又ハ形状ヲシテ鋭利

ナラシメ或ハ形状ト色彩

ヲシテ相一致セシムルノ

便宜ヲ得ヘシ 

このことにより、ひとつ

の形が他と結びつき、必

要であれば描写の鋭さ

が保たれ、形と色をつな

げることを可能にする。 

p.39 

394)  it will also prevent 

hardness，a quality entirely 

opposed to producing the 

effect of motion， 

to convey which，it is 

necessary the eye should be 

constantly puzzled and 

perplexed to trace or 

distinguish form； 

(翻訳変更) 
凡ソ水面ノ動揺セル趣 562ハ

一々其形状ヲ見ント欲スル

モ目力混乱シテ認定スル能

ハス 563 

 

 

(翻訳変更) 

凡ソ水面ノ動揺セル趣ハ

一々其形状ヲ見ント欲スル

モ目力混亂シテ認定スル能

ハサルモノナリ 

 

それは、固くなること

を防ぐ。 

固さは、運動の効果を

妨げる。 

運動の効果を表現する

には目は常に形を追っ

たり識別したりするこ

とが絶え間なく混乱さ

れることが不可欠であ

る。 

(追加説明) 

故ニ波浪ノ流々トシテ形状

色彩共ニ 564一定セサル趣 565

ヲ模スルニ 566又右等ノ如キ

着色ヲ以テ 567宜シトス 

(追加説明) 

故ニ波浪樣々トシ形状色彩

一定セサル趣ヲ模スルニ又

右等ノ如キ着色法ヲ宜トス 

したがって、波が動き

その形や色彩が一定し

ない様子を描くには右

のような描写を行う。 

395)  without this quality the sea 

will look like a frozen sea，or 

a glass model of it． 

(翻訳間違い) 

海靣 568斯ノ如ク深々浮動セ

ル趣 569ナキ寸 570ハ 恰
あたか

モ氷

海ノ如ク又玻璃板
は り い た

571ノ如キ

有様ヲ生スヘシ 

(翻訳間違い) 

海面ヲ畫クニ斯ノ如キニ意

ヲ用ヒサレハ 恰
あたか

モ氷海ノ

如ク又 玻璃板
は り い た

ノ如キ有樣ヲ

生スヘシ 

このような特質がない

と海は凍ったり、ガラ

スの模型の様に見え

る 572。 

                                                   
562 赴(岡) 
563 能ハサルモノナリ(坂) 
564 ｢共ニ｣(坂)欠落 
565 赴(岡) 
566 この後｢足者ハ｣(岡)の表記あり。意味不明のため不記載。 
567 着色法ヲ(坂) 
568 海面(坂) 
569 赴(岡) 
570 時(坂) 
571 ガラス板の意 
572 (佐)「このような描き方の特質に配慮しなければ、海がまるで凍った海かガラス板に似たも

のとなってしまうのである」とあるが“glass model”は「ガラス板」ではなく「ガラスの模型」

もしくは「ガラスでできている」とすべきである。 



386 
 

396)  Take every advantage of 

acccidental forms；they are 

sure to be free． 

(翻訳省略) 

(あらゆる偶然の形は間違い

なく自由な表現をもたら

す。) 

(翻訳省略) 

(あらゆる偶然の形は間違い

なく自由な表現をもたら

す。) 

あらゆる偶然の形は間

違いなく自由な表現を

もたらす。 

397)  The art of using accident 

judiciously consists in 

knowing from previous 

study，WHEN it 

satisfactorily represents the 

character of an object，

without considering how it 

has been obtained，it should 

then be preserved． 

(翻訳変更) 

凡ソ動揺セル形状ハ其瞬間

ニ発生セル趣 573ヲ觀察シ之

ヲ記憶シ以テ適意ニ画カサ

ルヘカラス 

(翻訳変更) 

凡ソ動揺セル形状ハ其瞬間

ニ發生セル趣ヲ觀察シ之ヲ

記臆シ以テ適意ニ畫カサル

ヘカラス 

 

適切に偶然の表現を用

いる技術は、これまで

の練習を知ることの中

にある。 

その時どのようにして

獲得したか考えずに、

対象の特徴を満足に描

写されねばならない。 

398)  Where the surf is blowing 

over the sea or shore，

scumbling is particularly 

useful； 

潮霧海上及ヒ濵岸ヲ覆ヘハ

暈搭法ヲ専ラ行フヘシ 

 

潮霧海上及ヒ濵岸ヲ覆ヘハ

暈搭法ヲ専ラ行フヘシ 

 

波が海や岸に吹き付け

ている場合は、スカン

ブリングは、特に役に

立つ。 

399)  the crest of a wave blown off 

may be imitated by painting 

the form first，and 

afterwards，with a dry 

brush，rubbing it until the 

form is lost in vapour． 

(翻訳間違い) 

潮霧ノ間ニ海靣白波ヲ起ス

ノ趣 574ハ先ツ其浪ノ形状ヲ

画キ 後チ乾キタル筆ヲ以

テ雲霧ニ裏マルヽノ 575状ヲ

示スヘシ 

 

(翻訳間違い) 

潮霧ノ間ニ海面白波ヲ起ス

ノ趣ハ先ツ其波ノ形状ヲ畫

キ 後チ乾キタル筆ヲ以テ

摩擦シ其形状ヲ曖昧ニシ以

テ雲霧ニ裏マルヽノ状ヲ示

スヘシ 

波頭が吹き出るのを描

くには、まず形を描き、

その後でドライブラシ

で形が霧として消える

まで擦る 576。 

400)  Boats and shipping are 

generally painted upon the 

sea，they may be laid in 

when it is wet，and retouched 

afterwards． 

海上ノ舩舶ハ海面ノ色彩猶

ホ 577 沾濕
ちょうしつ

セル上ニ画キ 

乾燥セル後チ 578再ヒ画キ起

スヲ要ス 

海上ノ船舶ハ海面ノ色彩猶

沾濕
ちょうしつ

セル上ニ描キ 乾燥

セル後チ再ヒ描キ起スヲ要

ス 

 

ボートや船は、海の上

に絵具が濡れている内

に描き、後で加筆する。 

                                                   
573 赴(岡) 
574 赴(岡) 
575 裏マルヽ(坂) 
576 (佐)「風で吹き飛ばされた波頭を模倣すつには、まずその形状を写し取り、次に乾いた筆で

ラビングして霞の中に消え入る様を描くのである」とあるが、” 
dry brush”は「ドライブラシ」であって「乾いた筆」ではない。 
577 猶(坂) 
578 後(坂) 
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401)  When distant，and in stormy 

weather，they should be less 

defined in form and colour，

in proportion to the degrees 

of vapour through which 

they are seen． 

遠景及ヒ風雨ノ時 579ハ舩舶

ノ形状蒸発気ノ厚薄ニ應 580

シ稀弱ナルヘシ 

 

遠景及ヒ風雨ノ時ハ船舶

ノ形状蒸發気ノ濃厚ニ應

シ稀弱ナルヘシ 

 

遠くにあったり、嵐の場

合は、霧の程度に比例し

てその形や色は判別し

にくくすべきである。 

402)  The pencil，or chalk，must be 

constantly used by the 

student，in acquiring a 

knowledge of the detail of all 

such objects； 

凡テ舩舶ノ類其他些細ニ物

形ヲ画カント欲セン為メニ

ハ鉛筆及ヒチョーク 581ヲ以

テ平常巨細ニ其形状ヲ模写

スヘシ 

總テ船舶ノ類其他些細ニ

物形ヲ畫カント欲セハ豫

メ鉛筆及ヒチョークヲ以

テ平常巨細ニ其形状ヲ模

写スヘシ 

 

このような対象の全て

の細部について知るた

めに、学生は鉛筆やチョ

ークを常に用いるべき

である。 

403)  Commencing with them 

when they are still，in order 

to acquire a general 

knowledge of their 

structure，and afterwards 

making rapid sketches of 

them when in motion． 

(翻訳省略) 

且ツ初メハ静止セル形ヨリ

シ後チ(大まかな構造の知識

を得るために)運動セル形ヲ

迅速ニ模スルコトヲ習熟ス

ルヲ要ス 

(翻訳省略) 

且ツ初メハ静止セル形ヨ

リシ後チ(大まかな構造の

知識を得るために)運動セ

ル形ヲ迅速ニ模スルコト

ヲ習熟スルヲ要ス 

全体の構造の知識を得

るために、動かないもの

から始めて、後で動いて

いる場合にすばやいス

ケッチをする。 

404)  The memory，assisted by this 

course of study，is what the 

artist must depend upon to 

paint any object in motion． 

(翻訳省略) 

(このような習作による記憶

は、動いているあらゆる形を

描くのに関係するに違いな

い。) 

(翻訳省略) 

(このような習作による記

憶は、動いているあらゆる

形を描くのに関係するに

違いない。) 

このような習作による

記憶は、動いているあら

ゆる形を描くのに関係

するに違いない。 

405)  Where the sea and sky 

mingle，or become lost in 

each other，paint the sky 

over the sea，and while wet，

soften them into each other． 

水天髣髴トシテ其境界曖昧

タル趣 582ハ海上ノ色ト天空

ノ色ノ 沽濡
こくじゅ

セル間ニ相互ニ

暈搭スルヲ要ス 

 

水天ノ限界曖昧タル趣ハ

海上ノ色ト天空ノ色ノ

沽濡
こくじゅ

セル間ニ相互ニ暈搭

スルヲ要ス 

 

海と空が入り混じり、又

は互いに消え去るよう

な場合は、海の上に空を

描き、濡れている内に互

いを和らげる。 

 

                                                   
579 トキ(坂) 
580 応(坂) 
581 ｢チヨーク｣(坂) 
582 赴(岡) 
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P．40 

406)  In painting a perfect calm，

the sky of course is to be first 

finished as far as possible；

having previously settled in 

an outline what objects are 

to be introduced in the 

picture． 

水面静穏ニシテ些カモ動揺

セサル 583トキハ 先ツ諸物

形ノ輪郭ヲ画キ 次テ天空

ヲ全ク竣成シ後チ水靣 584ヲ

画クヘシ 

 

水面静穏ニシテ些カモ動

揺セサルトキハ 先ツ諸

物形ノ輪郭ヲ畫キ 次テ

天空ヲ全ク竣成シ後チ水

面ヲ畫クヘシ 

 

完全に穏やかな場合は、

画面に入れる対象の輪

郭線を前もって入れて、

空を出来るだけ最初に

仕上げる。 

407)  The water may now be 

painted；it should be (where 

there is no motion) 

considered as a perfect 

representation of all objects 

above its surface，either as 

regards colour，light，and 

shadow，and form‐it is 

almost a perfect mirror． 

(翻訳省略) 

そして、水面を描く。それは

(動きの無い場合は) 

(翻訳省略) 

そして、水面を描く。それ

は(動きの無い場合は) 

そして、水面を描く。 

それは(動きの無い場合

は) 

且ツ斯ル時ノ水面ニハ水辺

及ヒ水上ノ諸物形返照シテ

形状色彩濃淡トモ些細ニ映

照シ 恰
あたか

モ鏡面ノ如クナル

ヘシ 

且ツ斯ルトキノ水面ニハ

水邊及ヒ水上ノ諸物形返

照シテ形状色彩濃淡共些

細ニ映照シ 恰
あたか

モ鏡面ノ如

クナルヘシ 

その表面の上のあらゆ

る対象の色や明暗、形を

完全に反映する。 

それは、ほとんど完全な

鏡である。 

408)  The colours used in the sky 

should be employed in 

painting the water． 

且ツ天空ノ色彩ト同一ノ色

彩ヲ以テ水面ヲ描クヘシ 

且ツ天空ノ色ト同一ノ色

ヲ以テ水面ヲ畫クヘシ 

空に用いた色は、水を描

くのにも用いる。 

409)  The drawing should be 

correctly reversed， 

and a little more tender；this 

applies also to the light 

shadow，and colour． 

(翻訳省略) 

(描画は正確に反転すべきで

あり) 

然レトモ映照セル物形及ヒ

其色彩隂陽ハ僅カニ稀弱ナ

ル処アリ 

(翻訳省略) 

(描画は正確に反転すべき

であり) 

然レトモ返照セル物形及

ヒ其色彩陰陽ハ僅稍ヤ稀

弱ナル處アルヘシ 

描画は正確に反転すべ

きであり、 

僅かに弱くする。 

これは、明暗や色にも当

てはまる。 

                                                   
583 セザル(坂) 
584 面(坂) 



389 
 

 

410)  The sky and water being 

finished and dry，or well set，

(which means that state which 

enables you to paint on it 

without materially disturbing 

the colour，)any objects may be 

introduced，and at the same 

time，their reflections exactly 

corresponding in size，&c． 

(翻訳省略) 

又タ 585斯ル塲合ニハ水

色ト天色ヲ先ツ初メニ

竣成シ乾燥セル後(それ

は、この上に絵具の物質

的な困難なしに描くこ

とが出来るようになる

事を意味する) 

水辺水上ノ物形ト其照

映セル影ヲ画クヲ宜シ

トス 

然ルトキハ色彩ノ彩乱

散逸スルノ 586憂ナカル

ヘシ 

(翻訳省略) 

又斯ル塲合ニハ水色ト

天色ヲ先ツ初メニ竣成

シ乾燥セル後チ(それ

は、この上に絵具の物

質的な困難なしに描く

ことが出来るようにな

る事を意味する) 

水邊水上ノ物形ト其返

照セル影ヲ畫クヲ宜シ

トス 

然ルトキハ彩色ノ紛雜

スル憂ナカルヘシ 

空と水が完成し乾いたら、ま

たは準備できたら(それは、

この上に絵具の物質的な困

難なしに描くことが出来る

ようになる事を意味する)、

対象と、同時にその反映の大

きさ等を正確に一致する様

に描き入れる。 

411)  Where the least motion of the 

water takes place from any 

accidental cause，the perfection 

of the reflection wil be destroyed 

in proportion to the degree of 

motion，elongating the 

refrection，and occasioning 

irregularity． 

(翻訳省略) 

(不測の原因で) 水面些

少ノ動揺ヲ起セハ返照

ノ物形ハ其度ニ應 587シ

テ急ニ変化シ(長く引き

伸ばされ)色彩隂陽混乱

スヘシ 

 

(翻訳省略) 

(不測の原因で) 水面

些少ノ動揺ヲ起セハ返

照ノ物形ハ其度ニ應シ

テ忽チ變化シ(長く引

き伸ばされ)彩色陰陽

共ニ混亂スヘシ 

不測の原因で水が僅かに動

く場合は、その動きに比例し

て、反映の完全さは乱され、

長く引き伸ばされ、不規則に

なる。 

412)  Reflections should be slightly 

softened to avoid hardness in 

their outlines； 

(翻訳変更) 

故ニ斯ル時ノ着色ハ先

ツ十全ナル返照ノ影ヲ

描キ次テ軽ク 暈
うん

スルヲ

宜シトス 

(翻訳変更) 

故ニ斯ルトキハ着色ハ

先ツ充分ニ返照ノ影ヲ

畫キ次テ軽ク 暈
うん

スル

ヲ宜シトス 

反映は、輪郭線が固くなるの

を防ぐために少し和らげる。 

413)  this will also destroy the 

appearance of reality，or the 

solidity of the object reflected． 

(翻訳変更) 

如 E

ごと

AAE此 E

し

Aセハ水面深々タル

中ニ物ノ相映スル趣 587F

588

ヲ現スヘシ 

(翻訳変更) 

如此クセハ水面漾々タ

ル中ニ物ノ相映スル趣

ヲ現スヘシ 

これは、反映している物の本

物らしさや、固さをなくす。 

                                                   
585 又(坂) 
586 スル(坂) 
587 応(坂) 
588 赴(岡) 
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414)  I have frequently observed the 

terms shadow and reflection 

misapplied，in speaking of 

water． 

I merely mention this in order 

that my remarks on reflection 

may not be misunderstood． 

(翻訳変更) 
右ノ如ク水面ニ物形ノ

映スル趣 589ヲ着色スル

方法ヲ述フルト雖モ 

其證 590跡ヲ明瞭ニセン

ト欲セハ親シク 591実地

ニ望テ 592悟覚スヘシ 593 

 

 

(翻訳変更) 

右ノ如ク水面ニ物形ノ

映スル趣ヲ着色スル方

法ヲ述フルト雖トモ 

其證跡ヲ明瞭ニセント

欲セハ親ク實地ニ望ミ

テ悟ルヘシ 

私は、水について話す際に、

しばしば影と反射について

思い違いがされているのを

見てきた。 

私は、反射に関する私の所見

を誤解できないようにこれ

について言及するだけある。 

415)  Much discussion has taken place 

on the subject：let the student 

refer to nature to settle the 

question； 

この問題について多くの議

論がなされてきたが、学生は

自然を観察することでこの

問いに決着をつけよう。 

416)  I will only observe that I am 

convinced reflection of objects in 

water gives it the appearance of 

transparency，and the shadows 

of objects，as they can only take 

place on water where it ceases to 

be clear，will convey the effect of 

opacity． 

又水面ニ物形ヲ映セ

シムルハ 其水ヲシ

テ透明ナラシムルノ

手段ニシテ其隂

影 594ノミヲ映セシ

ムルハ水ノ暗味ナル

質ヲ現スノ手段ナリ

ト知ルヘシ 

 

又水面ニ物形ヲ映セ

シムルハ 其水ヲシ

テ透明ナラシムルノ

手段ナリ 

其陰影ノミヲ映セシ

ムルハ水面ノ暗昧ナ

ル質ヲ顯スノ手段ナ

リト知ルヘシ 

(佐)私が確信を持って言えること

は、水の中にオブジェを反映させ

るのは水が透明であることを示す

ものであり、そしてオブジェの投

影を描き表すのは、澄んでいない

水面にのみ生じる現象であるか

ら、水が不透明であることを伝え

るものである、と述べるに留めて

おこう 595。 

P．41 

417)  Running Streams and Water Falls． (翻訳省略) 

 

流泉及ヒ瀑布 

 

川の流れと滝について。 

418)  ‐I have before observed that rivers 

are very much affected in colour by 

the nature of the soil through which 

they run． 

河水ハ其河底ノ土質ニ

従ヒ其水色ヲ変スルモ

ノナリ 

 

河水ハ其河底ノ土質ニ

從ヒ其水色ヲ變スルモ

ノナリ 

 

私は、川は土の色が大き

く影響を与えると述べ

た。 

                                                   
589 赴(岡) 
590 証(坂) 
591 親ク(坂) 
592 望ンテ(坂) 
593 悟ルヘシ(坂) 
594 影

．
(岡)とあり、枠外に｢ノミヲ映セシムルハ水ノ暗味ナル質｣と記されている。書き落しの追

加である。 
595(筆)「私は、物の反映は水の透明感をもたらすと確信するとだけ述べよう。また、物の影が

明瞭でなくなるだけで、不透明の効果を表現する」。“where it ceases to be clear”は「不透明な

場所」である。 
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419)  Through some soils water 

appears red， 

土質ニヨリ河水赤色ニ見ユ

ル処アリ 

土地ニヨリ河水赤色ニ見

ユル所アリ 
土によっては、水が赤く

見える。 

which I must confess would 

be enough to deter me from 

painting it． 

(翻訳省略) 

(そのために、私は描くに当

たって躊躇することが度々

あることを告白しなければ

ならない。) 

(翻訳省略) 

(そのために、私は描くに

当たって躊躇することが

度々あることを告白しな

ければならない。) 

(佐)そのために、私は描

くに当たって躊躇する

ことが度々あることを

告白しなければならな

い。596 

420)  Where it runs through peat 

it looks more like porter；

through other soils of a hard 

rocky nature it is very clear，

and the foam is very white． 

又泥炭ノ地ハ水色ポルト 597

酒ノ如ク 又岩石ノ地ヲ流

ルヽ598水色ハ清純ニシテ其

泡沫白色ナリ 

 

又泥炭ノ地ハ水色ポルト

酒ノ如ク 又堅キ石質ノ

地ヲ流ルヽ水色ハ清純ニ

シテ其泡沫白色ナリ 

 

泥炭の上を流れている

ところは、黒ビールのよ

うになる。 

固い岩石の地の場合は、

大変澄んで泡が真っ白

である。 

421)  In rocky beds the dark parts 

should be laid in with a rich 

dark transparent brown，

(burnt umber，and 

bitumen，)and where the 

ground is seen through keep 

the colour thinner，this will 

of course make it lighter ： 

河底岩石ナレハ其暗色ナル

部ハ 脂
バント

色
アンバー

599カ 膝
ビチュー

暗色
メ ン

600ノ如キ冨艶暗黒ニシ

テ透明ナル鳶色ヲ以テ着シ

河底透徹シテ見ユル処ハ右

等ノ色ヲ薄ク布着スヘシ 

河底岩石ナレハ其暗黒ナ

ル部ハバルントアムバア

カビチユームノ如キ冨艶

暗黒ニシテ透明ナル鳶色

ノ類ヲ以テ着色シ河底透

徹シテ見ユル所ハ右等ノ

色ヲ薄ク布着スヘシ 

川底が岩であれば、その

暗い部分は、深く暗い透

明な茶色(バーント・アン

バーとビチューム)で塗

る。 

また、色がより薄く透け

て見える場合は、当然な

がらより明るくする。 

                                                   
596(筆)「しかしそれは、それを描くのをあきらめるに十分であると認めなければならない」と

したが、“determe”は「あきらめる」ではなく「躊躇する」が正しい。 
597 ｢ポルト｣(坂) 
598 流ハ(坂) 
599 脂

バルント

色
アンバー

(坂) 
600 膝

ビチユー

暗色
ム

(坂) 
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422)  the greys occasioned by the 

reflection of the sky，&c．may 

now be painted in：should 

there be in the quiet pools 

reflections of rocks，or trees，

&c，let them be painted into 

the browns while they are 

wet， 

and any ripple or forms 

caused by action on the 

surface may next be painted； 

天空ノ返照ヨリ起レル素白

ナル色ハ右ノ着色ノ上ニ施

シ又静止セル水溜アリテ 爰
ここ

ニ岩石樹木等ヲ返照セハ 

右ノ鳶色ノ猶乾燥セサル上

ニ着色ヲ行フヘシ 

 

 

又水面ニ生セル動揺ノ趣 601

ハ次ニ加フルヘシ 602 

 

天空ノ返照ヨリ起レル素

白ナル色及ヒ其ノ色ハ右

ノ着色ノ上ニ施スヘシ 

又水面静止セル所ニ岩石

樹木等ヲ返照セハ 右ノ

鳶色ノ未タ乾燥セサル上

ニ着色ヲ行フヘシ 

又水面ニ生セル動揺ノ趣

ハ第二次ニ加フヘシ 

 

ここで、空などの反映に

よる灰色を描き入れる。 

静まった水溜りであれ

ば岩や木等の反映は、茶

色が濡れている内に描

き入れる。 

 

 

そして水面に起こる作

用によるさざ波や変化

を次に描く。 

423)  the bright lights should be 

next introduced， 

taking care to keep them 

subdued below while in 

tone，and uniting them with 

the darker portions， 

without which they will look 

like bits of paint stuck on a 

brown back ground． 

又輝照セル光モ次ニ加フヘ

シ 

此寸ニ 603当リテハ 白色ヲ

他ノ色勢ト稍ヤ混和セシム

ルヲ要ス 

 

然ラサレハ鳶色ノ地ニ只白

色ノ色料ヲ点布スルカ如ク

ニテ 水上ノ光彩ヲ示スコ

ト能ハサルヘシ 604 

殊ニ輝照セル光モ又第二

次ニ加フルヲ可トス 

此時ニ當リテハ 白色ヲ

他ノ色勢ト稍ヤ混和セシ

ムルヲ要ス 

然ラサレハ鳶色ノ地ニ只

白色ノ色料ヲ點布セルガ

如クシテ 水上ノ光彩ヲ

示スコト能ハザルベシ 

明るい光を次に入れる。 

調子を白よりも落とし、

暗い部分とつながるよ

うに気をつける。 

 

そうしなければ、茶色の

背景の上に絵具が張り

付いているように見え

る。 

                                                   
601 赴(岡) 
602 光モ加フヘシ(坂)。英語原文によれば“and any ripple or forms caused by action on the 

surface may next be painted；”であるので、光モ次ニ加フヘシ(岡)が正しい。 
603 トキ(坂) 
604 (坂)ここで終わる。これに続いて 

油画寫景指南 大尾 
明治十五年十一月 三日着手 
同   年十一月十八日落成 
於江戸川彰技堂北窓之下写 
蓑州 大柿 坂廣       ㊞ ㊞(白文｢栗江｣、朱文｢予朕｣) 
印の説明は、青木茂編、『明治洋画史料 記録篇』、中央公論美術出版、1986、pp.107‐
141 を参考にした。これ以降は(岡)のみで翻刻した。 



393 
 

 

424)  Where the river forms a 

cascade，the fall should be 

carefully defined，and the 

general masses of light and 

shade attended to； 

河水激流滝ヲ 為
なす

ノ状様ヲ画

ントスルトキハ 先ツ其形

状ニ就キ深ク注意スヘク又

其内ニ生スル隂陽ヲモ区別

シ置キ 

河水瀧ヲナス所ハ 先ツ

其下降スル状ヲ描寫シ且

ツ陰陽大概ノ分解ヲ定ム

ヘシ 

 

川が滝になっていると

ころは、注意深くとら

え、大まかな明暗の塊に

注意する。 

 

(追加説明) 

次ニ光線ヲ受ケタル処ノ明

所ト隂暗部ニ移ルノ漸次ノ

暈搭色ヲ巧ニ施スヘシ 

次に光が当たっている

場所の明暗の移行をス

カンブリングで表現す

る。 

425)  several gradations of light，

but all below white，may be 

used，and the whole being 

thus subdued； 

斯ルトキハ水色始テ白キノ

ミ然トモ之ニ施スヘキ画料

ハ純粋ナル白色ニアラス 

 

着色ハ多分白色ヲ用ユル

ト雖トモ 其間ニハ種々

ノ濃淡強弱アリテ 其色

全体ノ勢ヲ減殺スルヲ要

ス 

 

いくつかの明るさの段

階があるが、全て白より

も暗く、全体を抑制して

描く。 

(追加説明) 

他ノ色料ノ藍或ハ鼠或ハ黄

色等ヲ混シメテ画クヘシ 

他の青色や灰色や黄色

などを混ぜて彩度を少

し弱めて描くべきであ

る。 

P．42 

426)  in any particularly bright bit 

where the sun，for instance，

is shining on a part，a very 

small portion of white will，if 

used pure， 

tell with great effect． 

然ルトキハ其内ニ於テ一層

激シク鋭トキ光アルトキハ

初メテ一ノ純粋ナル白色ヲ

以テ光ノ点ヲ布スヘシ 

然ルトキハ甚タ便利ナリ 

 

(翻訳部分追加) 

日光ノ殊ニ暉照セル一小

部分ハ純粹ノ白色ヲ用ユ 

其點布スル筆痕ハ極メテ

小細ナルヲ可トス 

是レ其暉照セル功果ヲ現

スニ却テ力アルガ爲メナ

リ 

太陽によって特別な輝

きがあるときは、例えば

輝く部分は、ごく僅かな

部分のみに純粋な白を

用いる。それは、ごく小

さく描く。 

そうすると、大きな効果

がある。 

427)  Consult Ruysdael’s pictures 

for this． 

(翻訳省略) 

 

(翻訳省略) 

 

これには、Ruysdael の

作品を参考にすること。 
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428)  In painting waterfalls，and 

indeed everything in motion，

it is necessary to look well at 

the objects before attempting 

to paint them； 

凡テ瀑布ノ如キ運動 夛
おお

ク変

化止マサルモノハ其塲ニ於

テ直ニ見且ツ冩サントスル

トキハ甚タ難シ 

 

瀑布及ヒ他ノ奔流ヲ畫ク

トキハ 筆ヲ下スニ前ダ

ツテ豫メ 其水勢ノ状況

ヲ熟視スルヲ切要トス 

 

瀑布を描く場合は、実際

全てが動いているので、

描こうとする前に対象

をよく観察する必要が

ある。 

(追加説明) 

斯ルトキハ他ナシ 

このようなことは、他に

は無い。 

429)  they should be felt and 

understood，the accident will 

then be judiciously 

preserved． 

先ツ画カント企ツル前ニ能

ク注意シテ実地ヲ見 運動

ノ形状ヲ能ク銘心シ會得シ

テ後チ之ヲ画クヘシ 

能ク其勢ヲ察シ 其樣ヲ

理會シ又不時ノ變化ヲ窺

フコトハ 水勢ヲ寫スノ

要訣ナリ 

それを感じ取り、理解す

ればこの出来事は思慮

深く扱われるであろう。 

430)  The effect of spray is to be 

given in the manner 

described in painting the 

sea． 

(翻訳省略) 

(飛沫の効果の方法は、海の

描写において記されてい

る。) 

水ノ飛散スル有樣ハ 前

章海上ノ描法ニテ指示セ

リ 

 

飛沫の効果の方法は、海

の描写において記され

ている。 

(追加説明) 

且ツ其内ニ不時ニ起ル所

ノ 605ハ甚タ趣 606味アルモノ

ナレハ最モ注意スヘシ 

そして、急に起こる場所

は、大変趣があるので最

も注意するべきである。 

                                                   
605 赴(岡) 
606 赴(岡) 
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431)  The painting of rocks has 

already been described；it 

must be ，however，

recollected that in such 

situations as we are now 

describing they are in many 

parts wet，and will receive 

reflections of surrounding 

objects，more or less 

perfectly， 

in proportion to the 

smoothness of their 

surfaces，and the situations 

which they occupy． 

瀑水落下シ水泡激立スルト

キ及ヒ岩石ニ当リテ激スル

トキノ趣 607ヲ画クトキハ岩

面潤ホヒ滑光ナルカ故ニ周

囲ニアル処ノ物体ヨリ反射

ヲ受クヘキコトヲ能ク注意

スヘシ(前ニ於テ 已
すで

ニ岩石

ニ付説明セリト雖モ 彼ハ

通常平地ノ岩石ニシテ 此

所ニ説ク所ノ者ハ瀑下

濕調
しつちょう

ノ岩石ナリ) 

岩石ノ着色モ既ニ説明セ

シト雖トモ 水邊ノ有樣

ハ自ラ異リ 即チ石面 

濕ヒタルカ故ニ其周辺ノ

物色ヲ返照スル所アリ 

 

 

 

岩の描写については既

に記した。 

しかしながら、このよう

な状況では、多くの部分

が濡れて、完全に回りの

物の反映があることを

思い出さなければなら

ない。 

(翻訳省略) 

(その表面の平滑さや場所に

応じて、多かれ少なかれそう

である。) 

最モ石面ノ精粗ニ從ヒ返

照ノ有樣ニ差異ハ自カラ

之レアリ 

その表面の平滑さや場

所に応じて、多かれ少な

かれそうである。 

432)  In quiet shallow pools in the 

beds of rocky rivers，where 

the water is very pure from 

having deposited all heavy 

particles at the bottom，every 

object under the water will 

be very distinctly seen as if 

viewed through a sheet of 

glass； 

(翻訳省略) 

此□ニ亦タ異ナル画法ハ海底

岩石ヨリ成リ水清浄浅クシ

テ動揺セサルトキ 或ハ清

水ノ静止セル □
ミズタマリ

ナルト

キハ(ガラス板を透かしてみ

るように)水底ノ諸物水ヲ透

過シテ見ユヘシ 

又淺流ニシテ 其底ニハ

岩石砂礫ヲ貯ヘ 水質清

純ナルトキハ 其水中ノ

者ハ 恰
あたか

モ 玻璃板
は り い た

ヨリ窺

フガ如ク一々其樣ヲ見ル

コトヲ得ン 

 

岩場の川の静まった浅

い水溜りで、水がとても

澄んで、全ての重い物が

底に沈んでいれば、それ

らはガラス板を透かし

てみるようにとてもは

っきり見えるであろう。 

433)  as the water becomes deeper 

the objects will become less 

distinct，till at last the whole 

will be lost in a deep rich 

brown． 

而シテ其最モ浅所ニハ従テ

物体明瞭ナルモ深キニ至ル

ニ従ヒ漸次不分明トナリ 

終ニハ只鳶色ノ塊ノ如ク見

ユ 

然レトモ 水漸ク深ケレ

バ物形從テ曖昧トナリ 

物形深ク沈ムトキハ 遂

ニハ只一ツノ濃厚ナルブ

ラヲン色ヲナスノミナラ

ン 

水が深くなるにつれて、

物は不明瞭になり、つい

には全体が深い豊かな

茶色に消え去る。 

                                                   
607 赴(岡) 
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434)  To paint this effect，

commence with the brown，

and work up to the shallow 

edge where the water at last 

terminates；as this 

termination is approached，

the water，being in 

proportion thinner，will 

render every object under it 

more and more distinct，the 

form，local colour，and even 

light and shadow of objects 

will be seen；the textures 

should be rougher as they 

approach the shallow part． 

 

斯ル寸ノ趣 608ヲ画ント欲セ

ハ 脂
ブラウン

色ヲ以テ深所ヨリ始

メ漸々浅キ所ニ向テ画及ス

ヘク物体モ亦タ従テ明瞭ト

ナル故ニ 此順序ニヨリ画

キ浅所ノ岩石ハ固有ノ色

并
ならび

ニ其隂陽ヲモ明瞭ニ附着

シ多量ノ顔料ヲ施スヘシ 

 

今右等ノ有樣ヲ寫サント

欲セハ 先ツブラヲン色

ヲ以テ水底ノ状ヲ畫キ 

水涯ノ淺キ處ニ至リ 水

ノ既ニ盡クル所迄テ畫ク

ヘシ 

其淺所ニ近クニ從ヒ 水

底の物状ハ漸々 明瞭ニ

現ハルヘシ 

其形状ト其光暗ノ別ハ共

ニ判然見ラルヘキナリ 

其色ヲ附着スルニモ淺所

ニ近ツキ漸ク粗荒ナル筆

痕ヲナス 

このような効果を描く

には、茶色から始めて、

水溜りの端の水がなく

なるところに向けて描

いていく。 

端に近づいたら、水はだ

んだん薄くなり、水底の

全てのものは、その形、

固有色そして明暗でさ

えより見分けやすくな

る。 

テクスチャーは、浅い部

分に近づくにつれて荒

くするべきである。 

(追加説明) 

而シテ深キ所ニ至ルニ従ヒ

少量ニシテ平滑ナルヲ要ス 

そして、深くなるにした

がって絵具を少量にし

て平滑にする。 

P．43 

435)  All objects under the water 

will in their light parts be 

darker，and in their dark 

parts lighter than the same 

kind of objects above it； 

水底ノ物体ハ陸地上ノ者ト

異ニシテ其光ヲ受クル所

却
かえっ

テ暗ラク隂所ノ暗ハ地上

ニ起ル者ヨリ 漸
ヤ

々薄ク且ツ

明ナルヘシ 

総テ水中ノ物ハ之レヲ 

水外ノ者ニ比スルニ 其

光部ハ一段暗クシテ 其

暗部ハ一段光明ナリ 

 

 

水底の全ての者は、地上

にある同じ物よりも、明

部は暗く、暗部は明る

い。 

(追加説明) 

即チ陸上ト 恰
あたか

モ反對ス 

つまり、水上とは反対で

ある。 

436)  the drawing and colour may 

also be slightly reduced in 

sharpness； 

而シテ物体水中ニアル寸ハ 

タトヒ明瞭ナリト雖モ土上

ノ者ノ如ク明輝セス 

且ツ其形ト色トニ於テモ

其勢稍ヤ鈍キ所アリ 

描写と色は、鋭さが僅か

に弱まる。 

                                                   
608 赴(岡) 
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437)  when the whole is dry，a thin 

glaze，using a liberal 

quantity of vehicle，should be 

applied，in which a little 

transparent colour may be 

mixed，and on this any 

indication，however slight，

of motion or reflection may 

be introduced； 

(追加説明) 

前上ノ如ク水中ノ物体ヲ画

キ乾燥スルヲ待テ適量ノ油

ニ藍或ハ黄等ノ透明ナル顔

料ヲ混シテ淡ク潤色シ 終

リテ水ノ動揺及ヒ反射等ノ

趣 609ヲ加フヘシ 

 

以上ノ意ヲ以テ着色セル

後チ 全部ヲ乾燥シ適度

ノ油ヲ取リ 少許ノ透明

色ヲ和シ以テ重潤法ヲ行

フヘシ 

此ノ重潤ノ上層ニハ直ニ

水面ノ動揺ノ趣ト返照の

物形ヲ極メテ希薄ニ畫キ

出スヘシ 

全体が乾いたら、多くの

媒剤に、少量の(藍或ハ黄

等ノ)透明色を用いて薄

いグレーズを施す。 

この上に薄く運動や反

映を描く。 

 

438)  thus giving a SURFACE to 

the water，and thereby 

sinking all the objects seen 

through it below that 

surface． 

斯 E

かく

Aノ如クセハ始メテ水面ヲ

現シ前ニ画ケル岩状ハ水底

ニ深ク透見スルカ如シ 

 

蓋シ是ニ依テ 水ノ表面

ヲ現シ恰モ其下際ニ物形

ヲ貯ヘタルカ如キ有樣ヲ

生スベシ 

このようにして、水面が

描かれ、それによってそ

の表面を通して見える

対象が沈んでいるよう

に表現される。 

一行あけ 

439)  In painting Tidal Rivers，and 

introducing Shipping and 

other Craft，let the sky be 

first painted，and afterwards 

the water where it joins it，

next the distance，and so on 

to the banks in the 

foreground． 

(追加説明) 

河海ノ水流中ニ於テ舩舶ア

ルヲ画クニハ 初メ天空ヲ

冩シ次ニ水ニ画及シ空并ニ

水ノ 權衡
けんこう

610ラヲ保タシメ第

三次ニ遠景ヲ画キ最尾ニ前

量ヲ画クヘシ 

實地ニ望ミ河邊ノ風景ヲ

寫シ 水上ニ船舟ノ浮ベ

ル樣ヲ畫カント欲セハ 

初メハ天空ヲ畫キ次テ水

面ニ及ヒ又遠景ヲ模シ 

漸ク前岸ノ樣ヲ寫スヘシ 

潮河に船等を描くには、

まず空を描き、その後空

に接する水を、 

(空と水の釣り合いを保

ち) 

次に遠くを、それから前

景の堤防を描く。 

440)  In subjects of this kind the 

changes are very frequent，

and very important； 

凡ソ 如 此
かくのごとく？

景色ヲ画ント

スルトキハ変化ヲ写スル図

柄ニトリテ極メテ 611要件ナ

リ 

凡ソ斯ル風景ノ諸状ハ變

化定マリナキモノニシテ 

且ツ此變化ヲ現スコト最

モ必要ナリ 

このような主題は、変化

が大変繁雑で重要であ

る。 

(追加説明) 

自然ノ変化タル無限ニシテ 

若シ此変化 僉
みな

612セハマタ

趣 613味アルナシ 

自然の変化は無限であ

り、もしその変化を全て

表現すれば趣深いもの

である。 

                                                   
609 赴(岡) 
610 釣り合いの意 
611 極

．
メテとあり、枠外に 図

．
柄ニトリテの記述 

612 ことごとくの意か 
613 赴(岡) 
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441)  the water line is altering，the 

objects are always altering，

both as respects their form，

&c．，and their local situation 

in the scene． 

故ニ水流ノ変化及ヒ物体変

動 并
ならび

ニ位置ニ於ルモ其変

化ヲ取ラサルヘカラス 

 

水面ノ状モ變化スヘシ物

形モ其形状色彩等ニ常ニ

變化ヲ現シ其位置モ 遷轉
せんてん

スヘシ 

船の喫水線は変化し、船

も変化する。 

その両方が、その形等や

場面での位置に反映す

る。 

442)  To paint a finished picture on 

the spot of such a subject is 

therefore clearly impossible． 

然氏 E

し か し

A此塲合ニ於テ直チニ画

ヲ竣成スルコト不能 

 

故ニ此ノ如キ風景ハ其塲

所ニ望ミテ全ク完成セン

ト欲スルハ固ヨリ難シト

ス 

そのような対象の場所

を完全に描くことは、そ

れゆえ明らかに不可能

である。 

(追加説明) 

故ニ只其稿ヲ成シ得ルノミ 

然ル寸ハ此景色ヲ画クニ如

何ナル手段ヲ以テシテ可ナ

ルヤ 

即チ最初現場ニ於テ写取セ

ル者ヲ携ヘ帰家セル後之レ

ヲ竣成スルノ二段ニアルノ

ミ 

したがって、そのスケッ

チを描くことが出来る

だけである。 

この場合は、どうやって

この景色を描くことが

出来るのだろうか。 

それは、まず現場で写し

取って、家に帰ってから

完成するしかない。 

443)  I shall，for this reason，

confine my observations to 

the course best calculated to 

afford the most useful study，

with a view to producing 

pictures of this class，and 

then indicating the best 

manner of using such studies 

in producing finished 

Pictures of this kind． 

(翻訳省略) 

(このことから、私は、この

分野の絵画を描く上で、最も

計算された役に立つ勉強を

与えるため、意見を制限しよ

う。 

そして、このような種類の完

成した絵画を制作するため

の練習をする最良の方法を

示そう。) 

是ヲ以テ其畫法ハ更ニ適

宜ナル者ヲ示シ此種ノ風

景ヲ畫クニ便宜ナル手段

ヲ説カント欲ス 

こういうわけで、私の意

見を最も有益なスタデ

ィを生み出せるように

配慮された最善の描写

過程に絞って述べよう

と思う。それは、一定水

準の風景画を制作する

ためでもあるし、またこ

の種の風景画を仕上げ

るときに、そのようなス

タディを利用する最善

の方法を示すためでも

ある 614。 

                                                   
614 (筆)「このことから、私は、この分野の絵画を描く上で、最も計算された役に立つ勉強を与

えるため、意見を制限しよう。そして、このような種類の完成した絵画を制作するための練習

をする最良の方法を示そう」としたが、“study”は「練習」ではなく「習作」である。 
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444)  Let rapid studies be painted 

of the sky and water，

endeavouring to imitate any 

general effect presented； 

(追加説明) 

(先ツ河辺ヲ眺望シ舩舶ノ通

行スルヲ画クトキハ) 

凡テ物体ノ変化断ヘサルヲ

以テ最モ速ニ空ト水トヲ画

キ及ヒ一般目ニ 觸
ふ

ルヽ処ノ

趣 615ヲ一時ニ速寫スヘシ 

凡ソ此種ノ風景ハ 先ツ

手早ク天色ト水面トヲ着

色スヘシ 

最モ唯タ其目前現表セル

大概ノ有樣ヲ模擬スルヲ

必要トス 

 

見えるあらゆる大まか

な効果を描くよう努め

ながら空と水を速やか

に描こう。 

 

445)  in these studies may be 

introduced the shipping，

boats，&c．，as they occur，

let them be painted in with 

reference to their situation，

general strength of colour，

size，and form，and 

employment，at a given 

time， 

遠景及ヒ前景ヲモ画シ舩舶

ノ浮遊スル状様及ヒ位置

并
ならび

ニ色ノ遠近ニ應シテ変化

セル厚薄、物体ノ大小等

適宜
て き ぎ

ニ画クヘシ 

 

又水上船舶ノ類モ 其自

然ノ勢ヲ察シ即時ニ寫シ

取ルヲ要ス 

但シ是レヲ寫スニハ 其

位置ヲ第一ニ注意シ 其

形ノ大小及ヒ色ハ其大概

ヲ畫クニ止マレドモ 

ある一定の時刻におけ

る船舶の光と陰影を表

すために、船舶の動きを

注意深く観察し、それを

描き込む。616 

 

446)  their light and shadow may 

be indicated，and their action 

carefully watched and 

represented． 

 

(翻訳省略) 

且ツ此際各物ノ隂陽之趣 617 

(及び動き)ヲモトラサルヘカ

ラス 

日光ノ陰陽ヲ正スト其變

化動作ハ能ク注意シ摸寫

セザルベカラス 

 

(追加説明) 

前上ノ時ニ於テハ目ニ見ユ

ル物ハ 悉
ことごと

ク大ニ注意シテ

觀察シ写景セル者ハ 帰家

セル後竣成スルノ基トナル

ヘキ者ナリ 

然ルニ或ハ一時ニ悉ク寫シ

取ラントスルカ故ニ小部分

ヲ写スコト能ハスシテ 概

略一般ノ趣 618ノミナリ 

このような時は、目に見

える物は全て注意して

観察して写し取れば、家

に帰ってから完成する

元になる。 

それで、一度に全てを写

し取ろうとするので、細

部を写すことは出来な

い。 

概略だけである。 

 

                                                   
615赴(岡) 
616 (筆)「このような習作に船やボート等があれば、その位置、大まかな色の強さ、大きさ、形、

作業員を注意深く観察し、一度に描き込む」としたが、“at a given time”は「一度に」ではな

く「ある一定の時刻に於ける』が正しい。 
617赴(岡) 
618赴(岡) 
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P．44 

447)  A study of a River Scene thus 

painted on the spot will form 

the ground work of a picture 

to be painted from it； 

(翻訳省略) 

(このようにして、川の情景

は基礎的な絵画描写がなさ

れる。) 

此ノ如ク現塲ニ於テ摸寫

セル圖ハ 即チ後日完成

ノ圖ヲ作ルベキ基礎タル

ヘシ 

このようにして、川の情

景は基礎的な絵画描写

がなされる。 

448)  but in order to supply that 

detail which is wanting in 

the study，careful drawings 

in chalk，or pencil，should be 

made of the individual 

objects intended to be 

introduced， 

and even separate studies of 

the parts of an object which 

is to be introduced in the 

near or foreground part of 

the picture． 

(追加説明) 

現場ニ於テ略趣 619ヲ寫シ得

タル寸ハ 次ニ別ニ一紙ヲ

要シ鉛筆或ハチョークヲ以

テ舩、堤防或ハ家屋等ヲ一部

毎ニ 精写スル要用ナリ 

而シテ之ヲ画ノ竣成ニ應シ

テ前景或ハ遠景ニ入ルヘキ

適宜ノ位置ヲ 斗
はか

リ画キ込ム

ヘシ 

然レトモ其精細ナル所ハ

未タ 盡
つく

サゞルガ故ニ 

別ニチョーク或ハ鉛筆ヲ

取リ他紙ニ諸物ノ形状ヲ

摸寫シ 

 

 

 

其前景ニ於ケルト遠景ニ

於ケルノ別ヲ分チ 

(追加説明) 

或ハ其合部ノ小細ナル所

ヲ別々ニ生寫シ後ノ備ト

ナスヲ要ス 

 

 

しかし、習作に望まれる

細部を描くには、描きこ

もうとする個別の対象

を、チョークか鉛筆で入

念にスケッチする。 

 

 

対象の個別の習作は画

面の前景や近くに描き

込む。 

(追加説明) 

斯ル法タル一ニ河景ノミナ

ラス何レノ画稿ニ於テモ別

ニ小細ノモノヲ精密ニ画写

シ置クヘシ 

以上現場ニ於テ実地画稿ノ

方法ヲ説ケリ 

このような方法は、川の

景色だけに限るもので

はなく、どのような絵で

も細部を精密に写して

おくべきである。 

以上、現場での実際のス

ケッチの方法について

述べた。 

                                                   
619赴(岡) 
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449)  With these pencil Studies，

and a sketch of the general 

effect and colour before you，

take a canvass and draw the 

forms in the sky，and then 

introduce with careful 

drawing all the objects 

intended to be represented：

having outlined the whole，

give the general light and 

shadow by the use of umber，

marking the various degrees 

of strength of objects in 

reference to their distance，&

ｃ．；in in a word，produce a 

picture of one colour，that 

being tranparent； 

(追加説明) 

鉛筆或ハチョークニテ其小

細部ヲ寫シ油繪ニテ其大略

ノ輪郭 并
ならび

ニ色彩ヲ模寫シ 

次ニ帰家シテ後チ別ニ新ラ

シキカンバスヲ取リ前画稿

ノ輪郭ヲ模写シ 脂
アンバー

ナル隂

色ヲ以テ一般ノ陽影ヲ施シ

光ノ強キハ白色カンバスノ

地ヲ残シ置キ又色ノ濃淡ニ

依テ遠近ヲ別チ透明ナル一

色彩ヲナスヘシ 

 

 

以上ノ實地ニ就テ作爲セ

ル筆畫ト彩色ノ大要ヲナ

シタル圖ヲ備ヘタル上ハ 

是ヲ粉本トナシ別ニ畫布

ヲ製シ之レニ其天空ノ形

状ヨリ 諸景ノ有樣ト船

舶等ノ形ヲ精細ニ臨寫シ 

其全圖ノ形状ヲ完成シタ

ル後チ アムバーヲ以テ

大畧ノ光暗ヲ作リ 其遠

近ノ關係ヲ定ム 

 

 

 

このような鉛筆スケッ

チや大まかな色彩の効

果についてのスケッチ

を手元において、キャン

バスを用意し、空の形を

描き、描きたい全ての対

象の入念なスケッチを

描き込む。 

全体の輪郭線が出来た

ら、大まかな明暗をアン

バーで描く。 

それは、距離等に応じて

様々な対象の強さの段

階を入れる。 

一言で言えば、透明な単

色の絵を描くというこ

とである。 

(追加説明) 

此ニ於テ図中遠近髙低ヲ呈

ス 

これで、画面の遠近や高

低を表現する。 

450)  when the whole is dry，

commence with the sky，next 

the water，the distance，and 

so on，to the banks of the 

river in the foreground． 

之ヲ充分乾シテ後 先ツ天

空ヲ画キ次ニ水面ノ色ヲ着

シ 次ニ遠景次ニ前景河岸

或ハ堤防等ヲ画ク 

(追加説明) 

言ハヾ一色ノ濃淡ニテ 

遠近前後ノ状ヲ現スニア

リ 

此一色ノ圖全ク乾キタル

ヲ待チ着色ヲ初ムベシ 

其順序ハ天空ヨリ水ニ及

ヒ 遠景ヨリ前岸ニ移ル

ベシ 

全体が乾いたら、空から

始め、次に水、遠景と続

き前景の堤防に至る。 
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451)  Care must be taken to avoid 

too much detail in the 

distant parts of a picture. 

此際ニ於テ注意スヘキハ図

中ノ遠キ部分ヲ巨細ニスヘ

カラス 

 

其際殊ニ注意スベキハ遠

景ノ物状ヲ甚タシク現明

ニ畫カザランコトヲ要ス 

画面の遠方を細かく描

き過ぎないように気を

つけなければならない。 

(追加説明) 

或ハ為メニ間々遠趣 620ヲ失

フコトアルカ故ナリ 

このために、遠方の感じ

が損なわれる場合があ

るからである。 

452)  If a sloop，or other object，be 

situate in the foreground，the 

detail will be visible；ropes，

blocks，rings，&c．will be seen 

and should be introduced， 

but view the same ship two 

hundred yards off，and much 

of this detail will be lost to 

the sight； 

(翻訳省略 追加説明) 

之ニ及ンテ 前景ハ悉ク明

細ニ画クヘシ 

舩舶、家屋、其他ノ物体アル

トキハ注意シテ(ロープ、滑

車、輪等)小部分ニ至ル迄テ

明細タルヘシ 

舩体前景ヲ離ルヽコト二百

ヤルドノ遠キニ 於
おけ

ル寸ハ前

景ニ於ル如ク明カナラス 

前岸ニ□キタル小舟ノ類ハ

其諸部ノ小細ナル所ヲ寫

スヘシ 

然レトモ 此舟凡ソ一百

間モ隔タル時ハ 其小細

部ハ既ニ見ヘサルヘシ 

スループ(一本マストの

帆船)等が前景にあれば、

ロープ、滑車、輪等が見

えるので描きいれるべ

きであろう。 

しかし同じ船が、二百ヤ

ード離れていれば、この

ような細部は見えなく

なる。 

453)  therefore，the vessel in this 

situation must not be 

painted from a study of it 

made near the eye， 

 

or it will not convey correctly 

the object at a greater 

distance；the size and colour 

may be right，but the 

abundance of detail would 

destroy the effect of 

distance． 

斯ル寸ハ前景ニ於ル舩体ノ

画稿ニ依テ画クヘカラス 

 

故ニ遠ク隔リタル時ハ前

岸ニアリシ者ヲ生寫セル

粉本ヲ以テ畫クヘカラス 

したがって、このような

場所に位置する船を目

の近くで描いたスケッ

チから描いてはならな

い。 

(翻訳変更) 

遠近其距離ニ應シテ写シ以

テ画キ込ムヘシ 

 

さもなければ、遠距離な

る対象を正確に表現で

きない。 

大きさや色は正しいか

もしれないが、細部が詳

しすぎると、距離感を損

なうであろう。 

 

                                                   
620赴(岡) 
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P．45 

454)  The effect of distance is to 

render objects indistinct in 

proportion to their distance 

from the foreground． 

惣 E

そうじ

Aテ物体ハ前景ニ於テ巨

細明瞭ニ見ユルモ A E漸々 E

ぜんぜん

AA

E 距隔 E

きょかく？

Aスルニ従ヒ不分明ト

ナル 

宜ク遠ク浮ヘル者ヲ生寫

セルヲ取リ 其遠近ノ勢

ヲ正サヽルヘカラス 

遠い場合、前景からの

距離に応じて対象が不

明瞭になる。 

(追加説明) 

故ニ遠近ヲ能ク比較シ各

適度ノ彩色形状ヲ与ヘサ

ルヘカラス 

即チ物体幾多ノ距離ニ至

レハ視覚□カラ減却スルコ

ト 幾許
そこばく

ナルヤラ量リ又タ

能ク自然ノ状様ヲ保存ス

ル肝要ナリ 

(追加説明) 

或ハ其色ト大小トハ正ト

雖トモ小細部ヲ畫クノ過

甚ナルヨリ 其遠景ノ勢

ヲ失フニ至ルヘシ 

遠隔セル勢ハ物形ヲシテ

前景ヨリ遠サカルニ從ヒ 

漸ク不分明トナラシムル

モノナリ 

故ニ生寫ヲナスニハ 諸

物ノ遠近ニ從ヒ其有樣ノ

異ナル所ヲ一々眞寫セサ

ルヘカラス 

したがって、遠近を良

く比べてそれぞれ適切

な色彩や形で描くべき

である。 

即ち、物がどのぐらい

の距離にはなれれば、

どのくらい視覚的に弱

まるかを計算し、よく

自然の状態を再現する

ことが大切である。 

455)  Studies should therefore be 

made of objects at various 

distances，imitating as closely 

as possible what is seen， 

they may afterwards be 

introduced in corresponding 

distances in the picture． 

何レノ物体ヲ画クモ 精
くわ

シ

ク平常見ユル処ノ遠近ノ

度ヲ能ク注意シテ画クヘ

シ 

如 E

かくの

AA E 此 E

ごと？

Aク写シタル者ヲ帰

家シテ後適宜ノ位置ヲ計

リ図ニ嵌メ込ムヘシ 

(翻訳省略) 

(それゆえ、習作は樣々な

距離における対象を描か

ねばならないが、なるべく

近くに見えるものを描

く。) 

斯ル寫生ハ後日完成ノ圖

ヲ作スニ□リ其遠近ニ應シ

テ適用スルノ備トナルヘ

シ 

それゆえ、習作は様々

な距離における対象を

描かねばならないが、

なるべく近くに見える

ものを描く。 

その後で画面における

距離に応じて描き入れ

る。 
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一行あけ 

目次 Shipping 

456)  In painting vessels the hull 

should be first painted，then 

the masts，and next the sails；

when these are dry，the picture 

may be sponged with pea 

flour，or spirits，and when dry 

the small ropes and other 

rigging should be painted； 

(翻訳省略) 

船舶ヲ画カントスルトキ

ハ 先ツ船体ヲ描シ次ニ

帆檣
はんしょう

621次ニ帆ヲ画シ終

リテ之ヲ乾カシ後チ(えん

どう豆の粉か)テレメン油

或ハ水ヲ湿シタル切片ニ

テ浸シ物体ヲ潤ホシ 而
しかし

テ(乾いたら)帆綱其他小部

分ナル舩具等ヲ画クヘシ 

船艦ノ類ヲ畫クニハ 第

一船体ヲ畫キ 次ニ 檣
ほばしら

 

次ニ帆ヲ寫ス 

是等ノ着色乾キタル後 

ピーホールカテレメン油

ヲ以テ輕ク其上面ヲ濕

シ 餘瀝
よ れ き

ヲ去リ 僅カニ

其 沾濕
てんしつ

ヲ存シタル上ニ諸

細具ノ類ヲ描ク 

船を描くには、まず船

体を描き、次にマスト、

帆である。 

これらが乾いたら、画

面をえんどう豆の粉

か、ターペンタインを

スポンジにつけて拭

う。 

乾いたら、細いロープ

や、索具を描く。 

457)  for this purpose use a long 

camel‐hair brush with a fine 

point，and thin the colour by 

using turpentine． 

(翻訳省略) 

用筆ハ小ナル(リスの)長毛

ノ筆ニシテ顔料ヲテレメ

ン油デ溶解シ用ユヘシ 

(翻訳間違い) 

筆ハ細キ貂毛ヲ可トス 

色料ハテレメン油ヲ以テ

溶解セル者ヲ用ユ 

このために、先が細く

尖った長いリスの毛の

筆を用い、絵具はター

ペンタインで薄め

る 622。 

458)  Without sponging the piture it 

will be impossible to draw fine 

lines on it． 

(翻訳変更) 

然ルニ最初ヨリ水或ハ油

等ニ湿潤セシムルコトナ

ク直ニ小部ヲ画キ入レン

トスルトキハ油ノ為メニ

反撥セラレ附着セサルヘ

シ 

斯ル細線ヲ引クニハ必ス

圖面ニ 濕
シメリケ

ヲ□フルヲ必

要トス 

然ラサレハ是レ等ノ細線

ハ引クコト能ハス 

スポンジで拭わなけれ

ば、絵の上に細い線を

引くことは不可能であ

ろう。 

459)  The smoke or steam of 

steamers should be painted in 

rapidly in the direction which 

it takes， 

and afterwards softened by 

rubbing it with a dry brush． 

景中汽舩アリテ 烟
けむり

ヲ出ス

カ或ハ其ノ進行スヘキ方

行ヲ実地速ニ写サヽルヘ

カラス 

而シテ乾燥セル筆ニテ 暈
うん

搭
とう

スヘシ 

烟又ハ蒸滊ノ類ハ初メ其

方向ヲ考ヘ 

頓 E

とみ

Aニ着色シ 次テ乾キタ

ル他筆ヲ以テ摩擦シテ A

E暈滃 E

うんおう

Aスルヲ可トス 

 

蒸気船の煙や蒸気は船

の進行方向にあわせて

すばやく描く。 

そして、後でドライブ

ラシで擦って和らげ

る。 

(追加説明) 

然ルトキハ 恰
あた

カモ 烟
けむり

ノ

如キ状ヲ示ス 

このようにすれば、ま

るで煙のようになる。 

                                                   
621 帆柱の意 
622 (佐)「これには、穂先のとがった駱駝の長い毛の筆を用いるのが賢明である。そして、絵具

はテレビン油で薄める」であるが“camel”は「駱駝」ではなく「リス」である。 
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460)  Flags，&c．，should be painted 

thinly，using turpentine，care 

being taken to reduce their 

colours in proportion to their 

distance． 

遠景ニ見ル所ノ白帆等モ

油ニテ顔料ヲ 解
かい

シ薄ク用

ユヘシ 

 

旗ノ如キ者ハテレメン油

ヲ混シ薄ク畫キ其遠近ヲ

量リ之レニ應スルノ色采

ヲナスヘシ 

旗などは、ターペンタ

インを用い、距離に応

じて絵具を薄めて描く

べきである。 

461)  Objects of the above 

description may，after they are 

painted，be scumbled，in order 

to produce that indefinite 

quality so necessary in 

imitating various distances． 

凡テ図中ノ物体ハ遠近ヲ

度量 623シ 斯ク 暈
うん

搭
とう

ス

ル寸ハ遠ク空気ノ 稠密
ちゅうみつ

シテ霞ミタル趣ヲ得ヘシ 

 

右ノ如キ物形ハ 描寫終

リ乾キタル上 暈滃
うんおう

スル

ヲ必要トス 

是レ遠隔ノ勢ヲ得ンカ爲

メニ 物形ヲ模糊ナラシ

ムルノ一法ナリ 

前述したような対象

は、描いた後に様々な

距離を描く上で不可欠

なあいまいとした特質

を作るために、スカン

ブリングすると良い。 

P．46 

462)  I will once more advise the use of 

the pencil，or chalk，in making 

studies of the parts of objects，and 

in sketching groups of objects，and 

the various arrangements under 

which they are presented at the 

time；their accidental combinations 

are，if well selected，infinitely more 

picturesque，and more consistent 

in their occupations and 

situations，than any which the 

invention of the artist can suggest． 

(翻訳変更) 

鉛筆或ハチョークヲ以

テ物体ノ一部或ハ人物

ノ群集セルヲ速ニ写生

スルトキハ想像外ノ

趣 624ヲ呈スル者ナリ 

故ニ之レヲ写セント欲

セハ鉛筆又チョークニ

アラズンバ能ハス 

若シモ 徒
いたず

ラニ見過シ

帰家ノ後想像シ画ント

スルモ決シテ不時ナル

想外ノ出来事ノ如キシ

旨趣ヲ現ハスコト不能

ナリ 

(翻訳変更) 

凡ソ實景ヲ寫スニ當リ

テハ 其彩色ト別ニ 

筆畫ノ生寫ヲ切要トス 

是レ物形ノ小細部ヲ知

ルト其諸形ノ相組織セ

ル樣ヲ寫スノ必要アル

カ爲メナリ 

實ニ諸物形ノ一組一群

ヲナスノ有樣ハ自カラ

天然ニ出テヽ又再ヒス

ヘカサル組織ヲナス者

ナリ 

其好位置ヲ組成スルコ

ト 作家カ意匠ノ及フ

ヘカラサル所ヲ表スル

コト 屢々
しばしば

ナリ 

此ノ時ニ際シ 急ニ其

勢ヲ取ルハ筆畫ノ用ニ

シテ 後日ノ模範トナ

ルコト知ルヘキナリ 

私は習作の為に鉛筆や

チョークを用いて対象

の一部や群像やその時

に見える様々な物につ

いて助言しよう。 

それらの偶然による組

み合わせは、もしよく選

択すれば無限の絵のよ

うな美しさがあり、その

配置は一貫性があり、画

家が考案できるあらゆ

るアイデアより優れて

いる。 

                                                   
623 計るの意 
624 赴(岡) 
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463)  With respect to the reflections in 

water，or of shadows cast on 

various objects，and the manner of 

ascertaining the size at various 

distances，and under various 

positions， 

I would recommend the reader to 

consult some one or more works on 

Perspective． 

(翻訳省略) 

又タ物体ノ水面ニ映リ

タル(や影)ヲモ同シク現

場ニ於テ速ニ寫取スヘ

シ 

又タ形状方正ノ者ハ遠

近法ニ 適
かな

ハサルヘカラ

ス 

故ニ 預
あらかじ

メ遠近法ヲ解

得シ置カサルヲ 不得
え ず ？

 

又水面ノ返照ト物形ノ

陰影ヲ投スル有樣ト遠

近ノ差ニ應シ物形ノ大

小ヲナスノ理ト法則ト

ハ 照影法
ペルスペクチーフ

ニ依テ攻究

スルヲ要ス 

水中の反射や様々な対

象に投げかける影、また

様々な距離や場所にお

ける大きさを確かめる

方法については、私は読

者に誰かに尋ねるか、い

くつかの遠近法につい

ての本を読むことを勧

める 625。 

464)  There is a very useful work，

showing the application of 

perspective，&c．，by Mr．B．R．

Green，published byMessrs．

Rowney and Co．，which will afford 

valuable information on these 

points． 

(翻訳省略) 

(遠近法の使用等につい

てのとても役に立つ本

がある。それは Mr．B．

R．Green の執筆で、

Messrs．Rowney and 

Co．の出版による。それ

はこれらの点について、

価値のある情報を与え

る。) 

(翻訳省略) 

(遠近法の使用等につい

てのとても役に立つ本

がある。それは Mr．B．

R．Green の執筆で、

Messrs．Rowney and 

Co．の出版による。それ

はこれらの点について、

価値のある情報を与え

る。) 

遠近法の使用等につい

てのとても役に立つ本

がある。それは Mr．B．

R．Green の執筆で、

Messrs．Rowney and 

Co．の出版による。そ

れはこれらの点につい

て、価値のある情報を与

える。 

(追加説明) 

以上油繪ヲ以テ河海ノ

景色ヲ画クヘキ 畧説
りゃくせつ

ナリ 

以上が、油絵具で河を描

く概略である。 

一行あけ 

目次 Buildings 

465)  Painting Buildings． (翻訳省略) 

(建物の描写) 

建築物ヲ畫ク法 建物の描写 

466)  I have before observed that some 

knowledge of perspective is 

necessary in painting Landscape； 

建築物ヲ画カントスル

トキハ 殊
こと

ニ遠近法ヲ會

得セサルヘカラス 

前章ニ於テ山水畫ヲ作

スニハ 照影法ヲ知ル

ノ必要ヲ説ケリ 

私は、風景画を描く上

で、遠近法の知識が必要

であると前に述べた。 

                                                   
625 (佐)「水面にオブジェが映ったり、様々なオブジェに陰影が映し出されたり、オブジェの遠

近や位置によってそのサイズに変化が生まれたりすることについては、誰かに意見を求めるか、

沢山の作品に触れることによって、遠近法の何たるかを研究する必要がある」である

が、”works”は次の文章との関連から「作品」ではなく「本」と考えられる。 
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467)  with respect to Buildings more 

may be required and can be easily 

obtained． 

Simple objects should be first 

attempted，a cottage，a well，or a 

part of a building； 

(以下誤訳) 

而シテ初学者之レヲ画

ントスルトキハ初メ極

メテ単簡ナル者即チ一

ノ小屋、屏
へい

或ハ一部分ナ

ル 角
かく

隅
ぐう

ヨリスヘシ 

 

今家屋ヲ畫クニ方リテ

ハ其必要殊ニ切ナリ 

學者初メテ家屋ヲ畫カ

ントセハ 先ツ單一ナ

ル形ヲ取ルヘシ 

小屋 井戸 又ハ家屋

ノ一邊部ノ類ヲ可トス 

建物については、それが

より必要とされ、容易に

修得できる。 

最初は、小屋、階段の吹

き抜けや建物の一部の

様な簡単な対象から試

すと良い。 

468)  a careful drawing should be made 

on the canvass with pencil，

applying the Rules in Perspective 

to assist in making it，and in 

testing its correctness． 

(翻訳省略) 

即チ先ツ鉛筆ニテカン

バス上ニ精シク毎部分

ヲ画キ遠近ノ理ニ依リ

テ精密ニ写生シ 

(キャンバスは、軽くえん

どう豆の粉末をスポン

ジにて拭い) 

テレメンニテ溶セル脂

色ヲ(葦のペンか)小毛ノ

筆ニテ附着シ隂陽ヲ区

分シ強光部ハ白地ノ 侭
まま

ニ残置クヘシ 

(明暗は、輪郭線の濃淡で

表す) 

最初ハ鉛筆ヲ以テ其形

状ヲ正シク寫シ 照影

法ニ照シテ其誤謬ヲ改

ムヘシ 

鉛筆で入念な素描をキ

ャンバスに描く。 

それは遠近法を参考に

して、その正確さを確か

める。 

469)  The canvass may then be lightly 

sponged with pea flour， 

and when dry either with a reed 

pen supplied with umber thinned 

with turpentine，or with a fine 

brush and the same materials；

trace correctly the drawing， 

indicating the light and shade by 

thin and thick parts in the 

outline； 

(翻訳間違い) 

次テピーホールト海綿

ヲ取リ 布面ヲ輕ク濕

シ 乾キタル後チ 羽

董ノペンカ又ハ細キ毛

筆ヲ取リアムバーヲテ

レメン油ニ溶解シタル

者ヲ以テ輪郭ヲ正シク□

引シ其光部ノ線ヲ細ク

シ 暗部ヲ太ク引キ陰

陽ノ別ヲ定ムヘシ 

キャンバスは、軽くえん

どう豆の粉末をスポン

ジにて拭う。 

乾いたら、アンバーをタ

ーペンタインで薄めた

ものを葦のペンか細い

筆で正確にその素描を

なぞる。 

明暗は、輪郭線の濃淡で

表す。 

470)  When this is quite dry，lay in with 

umber and turpentine the general 

effect of light and shadow，leaving 

the canvass for the lights，the 

darker parts may then be 

strengthened by using a stronger 

brown． 

(翻訳省略) 

乾燥セルヲ待テ次ニ隂

色ヲ(アンバーとターペ

ンタイン)施ストキハ最

初ニ薄ク引ケル破ルコ

トナカルヘシ 

 

以上乾固セル上ハ又ア

ムバートテレメン油ヲ

以テ光部暗部ノ大概ヲ

分ツヘシ 

但シ光部ハ畫布ノ地ヲ

存ス 

暗部ノ強キハ猶一層ヲ

加フ 

完全に乾いたら、アンバ

ーとターペンタインで

大まかな明暗の効果を

描く。 

明部は、キャンバス地を

塗り残し、暗部は、より

強い茶色で強める。 

(追加説明) 

如 E

かくの

AA E 此 E

ごとく？

A隂陽ノ度ヲ定メ

遠近ヲ現スハ甚タ便利

ナリ 

このようにして、明暗を

決め、遠近を表現するの

はとても便利である。 
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P．47 

471)  The drawing should be allowed to 

show through，particularly in the 

shadows：by looking at one of 

Canaletti’s pictures，the reader 

will see how valuable the outline 

becomes if judiciously preserved． 

(翻訳省略) 

素描は特に影の部分に

おいて透けて見えるの

が望ましい。Canaletti

の作品を見れば読者は、

輪郭線がしっかりと残

っていることが、いかに

価値があるか判るであ

ろう。 

(翻訳省略) 

而テ輪郭ノ諸線ハ此着

色ノ下層ニアルモ透明

シテ瞭然見ラルヘキヲ

良トス 
Canaletti の作品を見れ

ば読者は、輪郭線がしっ

かりと残っていること

が、いかに価値があるか

判るであろう。 

素描は特に影の部分に

おいて透けて見えるの

が望ましい。Canaletti

の作品を見れば読者は、

輪郭線がしっかりと残

っていることが、いかに

価値があるか判るであ

ろう。 

472)  In buildings of a complicated 

character，where the architecture 

requires to be clearly defined，and 

the different distances carefully 

expressed，too much time and care 

can not be employed over the 

outline，which should，by its 

strength and width of line，express 

the various situations of the parts，

and the general effect of the 

whole． 

(翻訳変更) 

然ルトキハ如何ニ重複

セル建築物ト雖モ決シ

テ繁雑ヲ生スルコトナ

ク整 626頓ニ至ル迄テ初

ノ輪郭ニ依リテ画クコ

トヲ得 而シテ 

 

 

 

 

脂ノ透明色ニテ竣成シ

乾シテ後 地ノ残シ置

タル処ノ光ハ適宜ノ画

料ヲ厚ク堅固ニ布着シ

隂部ハ透明ニ残シ置キ

陽色ノ侵入シテ隂影色

ヲ 朽穢
きゅうわい

セサル様保存セ

サルヘカラス 

(翻訳変更) 

此透明ナル一色ノ布着

ヲナシタル上ハ次テ物

質固有ノ色ヲ寫スヘシ 
 

建築物の入り組んだ様

子は、明瞭に決められ、

様々な距離は注意深く

表現されねばならない

が、輪郭線には多くの時

間と注意を費やすこと

は出来ないので、線の強

さと太さによって、様々

な部分の位置や全体の

効果を表現するべきで

ある。 

473)  The picture being thus far 

advanced by the use of 

transparent colours only，the 

lights should be well impasted by 

thick painting，imitating the local 

colour as near as possible，but 

preserving the transparent 

painting in the shadows． 

(翻訳省略) 

(絵は、透明な絵具だけで

このようにして進めら

れる。) 
顔料ハ光部ニ厚ク(固有

色に出来るだけ似せて)

布着シ暗部ハ透明ナル

質ヲ保持スルヲ要ス 

絵は、透明な絵具だけで

このようにして進めら

れる。 

明部は厚い描写で強く

厚塗りされ、固有色に出

来るだけ似せて描くが、

影部の透明な描写は保

っておく。 

                                                   
626 成(岡) 
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474)  In broken plaster，or rough stone，

let the surfaces be irregular；they 

can，when dry，be glazed into and 

rubbed off again as described in 

the process of painting stones，

stumps of trees，&ｃ． 

(追加説明 翻訳省略) 

建築物ヲ画クニ石垣或

ハ朽果テ粗造ナル木ヲ

画カントスルトキハ其

色ヲ充分布着シ乾キテ

後潤色シ木ノ荒レタル

趣 627或ハ木目等ヲ現ハ

シ先ツ陽色ヲ施シ実物

ト能類似セシメ 

次ニビチューム等ヲ以

テ隂ノ色ヲ強ムヘシ 

(これは深みと同時に形

と実態を与える。) 

(翻訳省略 翻訳変更) 

破碎セル壁面又ハ石ノ

粗面ニハ 着色濃厚ニ

シテ粗ナルヲ可トス 
其乾固セル上ニハ重潤

法ヲ施シ(石や)前章樹木

ヲ畫クカ如クナスヘシ 

壊れた漆喰や、荒い石は

表面を不規則にする。 

そうして乾いたら、石や

木の切り株の描き方に

ついて前述した様に、グ

レーズして再び擦る。 

475)  The shadows may be enriched by 

the use of browns，and by 

introducing bitumen a certain 

texture，or raised surface，may be 

given to them，which will produce 

great depth，and at the same time 

form and substance； 

暗部ハ猶加フルニ鳶色

ヲ以テシ 所トシテハ 

ビチユームノ如キヲ以

テ強ク筆痕ヲ浮起スヘ

シ 

是レ透明ヲ存スルノ中

ニ物質ヲ含ムノ有樣ヲ

得ルノ法ナリ 

影は茶色を用いること

で深まり、ビチュームに

よってテクスチャーが

作られ、表面が起こされ

るであろう、 

これは深みと同時に形

と実態を与える。 

476)  the best picture I know of as an 

example of the quality I wish to 

explain，and a reference to which I 

recommend for the purpose，is 

“The Woman taken in Adultery，

“by Rembrandt，in our Nationak 

Gallery． 

(翻訳変更) 

或ハ品ニ依テハ如何ニ

顔料ヲ多ク用ユルモ其

適色ヲ生セサルアリ 

然ルトキハ他ノ方法ヲ

求メサルヘカラス 

即チ潤色スルコト最便

宜ナリトス 

(National Gallery)にあ

る、古人レンブランドノ

(「姦通の女」)圖ノ如キ

ハ此法ヲ見ルノ好摸本

タリ 

私が説明したい最も優

れ、参考にしたい作品例

は、わが国の National 

Gallery にある、

Rembrandt の「姦通の

女」である。 

 

                                                   
627 赴(岡) 
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477)  In interiors，where old oak 

carving，&c.，is to be imitated in 

deep shadow，too much attention 

can not be paid to this process，as 

by adhereing to it，however deep 

the shadow may be，they will not 

appear black，and a retiring 

surface，through which the effect 

of detail will be conveyed，will be 

attained． 

(翻訳省略) 

(室内は、古いオークの彫

刻などがあり、深い影で

表現されているが、それ

ほど執着し多くの注意

がこれに払われてはい

ない。しかし、この深い

影は黒く見えず、表面は

目立っていないが、細部

の表現がなされている。) 

其建築ニ屬セル彫刻ノ

一部ヲ陰影中ニ畫キタ

ルカ如キ 

其陰影ハ暗黒ナレトモ

一ツニ暗黒ニアラスシ

テ其 深クシテ且ツ起

伏アルノ状ヲ示シ 其

彫刻セル物ノ隠現ノ状

ヲ窺フノ觀アリ 

而テ其描法ノ如何ヲ探

レハ大ニ意ヲ用ヒタル

ノ跡ナク甚タ單簡ナル

手段ヲ以テセリ 

室内は、古いオークの彫

刻などがあり、深い影で

表現されているが、それ

ほど執着し多くの注意

がこれに払われてはい

ない。しかし、この深い

影は黒く見えず、表面は

目立っていないが、細部

の表現がなされている。 

P．48 

478)  In painting brick walls，tiled 

roofs，&c．，it too frequently 

happens that beginners make 

them too red，or too blue if 

composed of slate：in an old wall，

or roof，there is hardly any tint 

which can be produced which 

may not，if properly concealed，

be introduced in such objects，

therefore，avoid positive colour． 

(翻訳省略) 

(煉瓦の壁や瓦屋根を

描く場合、初心者はそ

れらをあまりに赤く

したり、瓦を青くしす

ぎたりすることがし

ばしばある。 

古い壁や屋根は適切

に覆われていなけれ

ばほとんど色彩は無

く、このようなものは

鮮やかな色彩を避け

るべきである。) 

又 磚瓦
レンガセキ

及ヒ屋瓦ノ類ヲ畫

クニ初學ノ徒ハ動モスレハ

磚瓦ヲ赤色ノ甚シキヲ以テ

シ 屋瓦ニハ藍色ノ鮮明ナ

ルヲ以テスルコトアリ 

然レトモ 此ノ如キ色ハ此

ノ如キ物形ニハ適セザル色

ニシテ 一定ノ色アルコト

ナク 實ニ思ハサルノ色ヲ

保有スル者ナリ 

故ニ是等ノ物形ノ色ハ固定

ノモノニアラス臨機ノ色ナ

リ 

煉瓦の壁や瓦屋根を描

く場合、初心者はそれら

をあまりに赤くしたり、

瓦を青くしすぎたりす

ることがしばしばある。 

古い壁や屋根は適切に

覆われていなければほ

とんど色彩は無く、この

ようなものは鮮やかな

色彩を避けるべきであ

る。 
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479)  Where stained glass is 

required to be introduced，in 

order to imitate the brilliancy 

and great transparency of the 

colours，I would recommend 

solid painting in the first 

instance，but very much 

lighter than the colour 

intended to be imitated，and 

let the real depth and 

richness be obtained by 

transparent colour． 

(翻訳間違い) 

(翻訳省略) 

假令 E

た と い

AAE爰 E

ここ

Aニ A E 朽 E

きゅう

Aシタル硝子板

ヲ画ントスルトキノ如キ初ヨ

リ直ニ其朽シタル(輝き)透明

質ヲ画クコト不能 

故ニ先ツ堅顔料ニテ薄ク画キ

次ニ其上面ヲ透明ナル適宜ノ

顔料ヲ以テ潤色スヘシ 

(翻訳省略) 

ステンドグラスを描く

場合は、その輝きと素晴

らしい透明感を表すた

めに、まず不透明な絵の

具を模倣する意図より

ずっと薄く塗り、透明な

絵の具によって、本物の

深みと豊かさが得られ

られるようにしなさい。 

 

ステンドグラスを描く

場合は、その輝きと素晴

らしい透明感を表すた

めに、まず不透明な絵の

具を模倣する意図より

ずっと明るく塗るよう

勧める 628。そして、透明

な絵の具によって、本物

の深みと豊かさが得ら

れられるようにしなさ

い。 

(追加説明) 

然ル寸ハ 恰
あたか

モ穢コレタル硝

子板ノ如キヲ得ヘシ 

このようにすれば、まる

で汚したガラス板のよ

うになる。 

480)  For instance，if a rich brilliant 

red be required，paint it a 

light rose colour，and when 

dry，obtain the red by glazing 

with carmine or scarlet lake； 

(翻訳間違い 追加説明) 

假令 E

た と い

Aハ赤キ輝々タル花ヲ画

カントスルトキハ 最初赤色

ヲ以テ薄ク之ヲ画キ充分乾キ

テ後 A E 洋紅 E

カルマイン

A及ヒ A E 洋紅 E

スカルレット

A等ノ

混シタル色ニ油ヲ和シ潤色ス

ヘシ 

(翻訳省略) 

例えば、深い赤色が必要

ならば、明るいバラ色で

塗り、それが乾いてか

ら、カーマインやスカー

レット・レーキでグレー

ズすることで得られる。 

例えば、深い赤色が必要

ならば、明るいバラ色で

塗り、それが乾いてか

ら、カーマインやスカー

レット・レーキでグレー

ズすることで得られる。 

481)  if a blue， let the ground tint 

e very pale and light，and 

glaze with ultra‐marine or 

permanent blue； 

又タ強烈ニシテ義ナル 629藍

色ニ於ケルモ同シク先ツ薄キ

藍色ヲ以テ其地ヲ為シ 次ニ

乾キタル後 群 青
ヲルターマリン

或ハペル

マネント、ブリューヲ油ニ混

シ潤色スヘシ 

(翻訳省略) 

青の場合は、下塗りにと

ても淡く明るい色合い

を塗り、ウルトラマリン

又はパーマネント・ブル

ーでグレーズする。 

青の場合は、下塗りにと

ても淡く明るい色合い

を塗り、ウルトラマリン

又はパーマネント・ブル

ーでグレーズする。 

482)  If a bright green、let it be 

almost white，and obtain the 

colour by glazing with 

emerald green or verdigris． 

強キ義ナル緑色ヲ得ント欲セ

ハ亦タ同シク緑色ヲ極薄ク始

ト白キカ如キ地ヲナシ 乾キ

テ後イメラルドグリーンカバ

ージグリス等ヲ以テ潤色スヘ

シ 

(翻訳省略) 

緑は、ほとんど白くし

て、エメラルド・グリー

ン又はヴェルデグリス

でグレーズする。 

緑は、ほとんど白くし

て、エメラルド・グリー

ン又はヴェルデグリス

でグレーズする。 

                                                   
628 (佐)「ステンドグラスを描き込む必要があるところでは、色合いの輝きや高い透明性を模倣

するために、何はともあれ最初は均質描法をお勧めしたいと思う」であるが“ solid”は「均質」

ではなく「不透明」、「厚塗り」が正しい。 
629 美しいの意か 
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483)  If a perfectly white ground be 

prepared，and tints of the 

various colours，mixed 

separately with white，be 

painted on it in small spaces，

and afterwards，immediately 

under each tint，another 

space be painted，using the 

ground for the light and 

carefully excluding any 

opaque colour，the superior 

brilliancy of transparent 

colours will at once be 

evident，and will convince the 

beginner of the necessity of 

having frequent recourse to 

the use of them． 

今 茲
ここ

ニ潤色法ノ要用ニシテ

施サヽルヘカラサル例ヲ挙ケ

ンニ 先ツ白ト赤トヲ混和シ

次ニ又タ白ト藍ヲ混合シ又次

ニ緑ト白ヲ混シ此三ケノ混色

ヲ並ラベ他ニ又タ一ノ白地ヲ

造リ乾シテ後之ニ施スニ赤、

青或ハ緑ヲ以テ潤色スルトキ

ハ何レモ大ニ著シキ傚検 630

ヲ呈スヘシ 

 

(翻訳省略) 

もし、完全な白い地塗り

が用意されれば、様々な

色合いを白で混ぜその

上に小さく塗る。 

そして、その後それぞれ

の色を明るい地を用い、

慎重に不透明色を除い

て別の場所にすぐに塗

る。 

すると、すばらしい透明

色の輝きがすぐに明ら

かになり、それは初心者

がしばしばこれらを頼

りにすることは間違い

ない。 

 

もし、完全な白い地塗り

が用意されれば、様々な

色合いを白で混ぜその

上に小さく塗る。 

そして、その後それぞれ

の色を明るい地を用い、

慎重に不透明色を除い

て別の場所にすぐに塗

る。 

すると、すばらしい透明

色の輝きがすぐに明ら

かになり、それは初心者

がしばしばこれらを頼

りにすることは間違い

ない。 

(追加説明) 

之レ潤色法ノ要用ナル 所以
ゆ え ん

ナリ 

これが、グレーズの重要

な点である。 

p.49 

目次 On the Introduction of Figures and Animals 

484)  On the introduction of Figures and 

Animals in Landscape． 

風景ヲ画キ而シテ之ニ

人物或ハ動物ヲ描キ入

ルヽコトアリ 

山水中人物及ヒ畜類ヲ

挿入スル法 

風景画に人物や動物を

入れることについて。 

485)  The treatment of figures and 

animals，depends much upon 

whether they are to be considered 

as forming the principal，or 

secondary and subordinate 

features in the picture． 

此時ハ先ツ其 孰
いず

レヲ

不問
とわず？

山水中ニ於テ主的

タルヘキ者ナルヤ或ハ

客的タル者ナルカヲ能

ク区別スヘク 

 

圖中人物及動物ヲ 

添ユルニハ 其圖ノ主

意トナルヘキコトト 

又屬位ニ加ワルトノ別

ヲ立ツルコト緊要ナリ 

人物や動物の扱いは、そ

れらが絵画の中で、主役

になるかそれとも脇役

か補助的な性格を持つ

かに大きく左右される。 

                                                   
630 意味不明 
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486)  Where figures occupy the greater 

portion of a picture， 

and have a landscape for their 

background，they must necessarily 

be intended to occupy a position 

near the artist，or in other words，

on the foreground portion of the 

landscape； 

(翻訳変更) 

若シ 妄
みだ

リニ人物又動物

ヲ画込ムトキハ其主或

ハ客トナリ互ニ助クル

ノ道終ニ知ルコト不能

ヘシ 

 

惣 E

そうじ

Aテ人物ナリ動物ナリ

圖中ノ大部分ヲ占メ山

水ハ只其脊後ノ地タル

ニ過キサル時ハ 其物

体ハ必ス筆者ニ近キ部

位ニ置キ即チ山水中前

景ノ部ニ置クモノトス 

 

もし、絵画の大きな割合

を人物が占めて、背景に

風景があると、人物は描

く者の近くに位置して

いるとしなければなら

ない。 

言い換えると風景の前

景である。 

487)  in such a situation，the detail and 

finish requires to be more minute，

and they should be painted with 

much greater force and precision，

than when occupying a more 

subordinate and more distant 

position in the landscape． 

(翻訳変更) 

故ニ先ツ其主客ヲ定メ

後筆ヲ下スヘシ 

 

 

 

 

 

AE斯 E

かか

Aルトキハ其形状色采

共ニ精細ニシテ且ツ力

アルヲ要ス 

之ニ反シテ屬位ニ置ク

者ト遠景ニ置ク者ハ一

層粗ニシテ力ナキヲ可

トス 

そのような場合、その細

部と仕上げは、より細か

く描かれる必要がある。 

そして、風景画の中で、

より従属的で遠距離に

位置するときよりも、は

るかに大きい力と精度

で描かれねばならない。 
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 (追加説明) 

山水中ノ人物ハ一般風

景ヲ助クル為ニシテ

仮令
た と い

ハ夕陽静ナル趣 631

ヲ現サントセハ 人物

或ハ家畜ノ家ニ帰ルノ

有様ヲ写スヘシ 

然レハ 自ラ日暮ノ

趣 632ヲ添加スルコト疑

フヘカラス 

或ハ雨後ノ景ニ於テハ

草木地面共ニ湿 空中

ハ未 村雲
ムラクモ

浮遊シ人物或

ハ動物ノ曳 633シ且ツ歩

ムノ模様等ヲ描キ其

趣 634ヲ現ハス故ニ夕陽

或ハ雨後等ノ景ニシテ

猟師、樵夫
しょうふ

、農夫、牛馬

等ノ家ニ帰ルカ或ハ湿

地ヲ歩ム等ノ状ヲ描キ

入ルヽハ皆ナ画ノ主意

ヲ助ケルカ為メノ□ 

 風景画の中の人物は、風

景を補助するために入

れるのであるから、例え

ば夕日を表現する場合

は、人物や家畜が家に帰

る様子を描くと良い。 

そうすれば、おのずと日

暮れの様子が表される

に違いない。 

また、雨後の風景におい

て、草木が濡れて、空に

は雲が浮かび、人物や動

物が歩いている様子等

を描いて、その情感を表

現出来るので、夕日や雨

後等の風景において、猟

師、樵夫、農民、牛馬等

が家に帰ったり、湿地を

歩く等の様子を描き入

れるのは、皆絵画の意図

を助ける為の事である。 

                                                   
631 赴(岡) 
632 赴(岡) 
633 洩(岡) 
634 赴(岡) 
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 人物図中ノ大ナル位置

ヲ占メ其後山水ヲ添フ

ル寸ハ 人物ハ位置ヲ

近ク取リ図ノ前景ニ於

テ 嵌入
かんにゅう

セサルヘカラス 

然ル寸ハ主意山水ニア

ラスシテ却テ人物ニア

ルナリ 

即チ人物大ナレハ山水

画ナラスシテ人物画ノ

質格トナル故ニ画ノ性

質山水或ハ人物ナルヤ

之レヲ判別センニ人物

ノ位置前景 635ニアリ 

顔面ノ部分目鼻口等精

シク色彩ノ性力及ヒ濃

淡何レモ遠景ニアル所

ノ草木ヨリ強ク且ツ精

密ニシテ而シテ大ナル

ヲ以テ人物ノ各部分輪

郭濃淡ニ至ル迄テ明瞭

色勢強ケレハ之レ山水

画中ノ人物ニアラスシ

テ却テ人物画タル者ト

知ルヘシ 
之ニ依テ山中人物ヲ画

クニヨク此区別ヲ明ラ

カニシ人物又動物等ヲ

加フヘシ 

 人物が、画面で大きな面

積を占めて、その後ろに

風景を入れる場合は、人

物の位置を近くにとっ

て、前景に入れるべきで

ある。 
この場合、主題は風景で

はなくむしろ人物であ

る。 

即ち人物が大きければ、

風景画ではなく人物画

の特徴を持つので、絵画

の特徴が、風景なのか人

物画なのかを判別する

ために、人物は前景に位

置すべきである。 

目、鼻、口等の顔の部分

が詳しく、色彩の彩度、

明度のいずれも遠景の

草木よりも強く、また精

密に大きく描かれ、各部

分の輪郭線や濃淡まで

明瞭で、色が強ければ、

これは風景画中の人物

ではなく人物画である

と言うべきである。 

このようにして、風景の

中の人物を描くにはこ

の区別をはっきりして、

人物や動物などを入れ

るべきである。 

 

                                                   
635 前景前景(岡)と重複しており、筆写の間違いが分かる。 
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488)  In commencing to acquire 

the power of introducing 

figures in either situation，

I should recommend the 

study of single figures in 

the foreground， 

that is，near the eye． 

(翻訳変更) 

以上人物山水或ハ山水人物

孰
いず

レヲ問ハス其画クヘキ人

物ハ先ツ近キ所ニアル単一

ナル人物ノ形ヲ学フヘシ 

凡ソ山水中ニ人物ヲ加

ヘント欲セハ初メ先ツ

前景ニ置ヘキ 

あらゆる場所に人物を描く

力を得るには、私は一人の人

物を前景に描く練習を勧め

る。 

(翻訳省略) 

(それは、視覚の近くにある。) 

(翻訳省略) 

(それは、視覚の近くにあ

る。) 

それは、視覚の近くにある。 

489)  Select such as are in easy 

positions，or in perfect 

repose； 

they will be less liable to 

alteration． 

(翻訳省略) 

又タ其人物体勢ノ混雑及ヒ

変化ノナキヲ要ス 

(翻訳変更) 

形ヲ精密ニ摸寫スルコ

トヲ熟スヘシ其人物ノ

形ハ簡單ナルヲ可トシ

甚タシキ活動ナキ樣ヲ

取ルヲ宜シトス 

それは、簡単な姿勢か完全な

休息を選ぶべきである。 

 

(それは、修正することが少

なくてすむであろう。) 

それは、修正することが少な

くてすむであろう。 

490)  Where they are intended to 

be introduced in 

landscape，let the figures 

always be placed out of 

doors， 

and be careful the time of 

day corresponds with that 

which is intended to be 

represented in the 

landscape． 

而シテ山水中ニ入ルヽヘキ

人物ハ多ク戸外ニ於テ日光

直射ノ所ニテ写生スルヲ好

トス 

而シテ日中ノ景色中ニ画入

スヘキ人物ハ 同時刻ヲハ

カリ日光ノ強固度ノ者ヲ写

生スヘシ 

且ツ其摸寫ヲ試ムルニ

ハ常ニ戸外ニ於テ日光

ノ向脊ヲ定メ風景中適

合ノ地位ヲ考フルヲ必

要トス 

人物を風景画の中に描こう

とする場合は、それを常に屋

外に配置する。 

その風景画に意図した時刻

に一致するように気をつけ

る。 
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491)  A careful drawing，in 

outline，being made，the 

shadows may be put in 

with umber，or other 

browns， 

imitating their relative 

degrees of  strength． 

即チ初メ輪郭ヲ精写シ後 

隂影ヲ 脂
アンバー

色ニテ彩色シ 

次ニ顔面ノ肉色等凡テ陽色

ヲ施スヘシ 

人物ヲ畫クニハ先ツ正

シク輪郭ヲ畫キ次テア

ムバーノ如キ鳶色ヲ以

テ陰影ヲ加フヘシ 

陰影ハ其濃淡ノ度ヲ計

リ強弱ヲ 酙酌
しんしゃく

スヘシ 

注意深い素描で輪郭線を描

き、陰をアンバー又は他の

茶色で施して、人物の各部

の強さを描く。 

 

 

492)  The lights may then be 

painted，introducing the 

local colour of the clothing，

&c．，great attention should 

be paid to the reflected 

lights which they receive； 

光部ハ衣服ノ如キモノ

色ヲ摸シ殊ニ反照ノ色

ヲ注意スヘシ 

布やその他の固有色を入れ

ることで、光部を描く。 

そして、人物が受ける反射

光に強い注意を払わねばな

らない。 

P．50 

493)  reflected lights being much 

stronger out in the open day‐

particulary when in sunshine

‐than in usually observed in 

what we term figure pictures，

where they are represented in 

interiors． 

又タ戸外ニ於テハ反射ノ強

キモノナレハ能ク之ヲ注意

スヘク通常人物画ハミナ室

内ノ者ナルカ故光線従テ薄

弱ナリ 

山水中ノ人物ハ光線直照ス 

故ニ従テ勢力強烈ナリ 

(翻訳変更) 

戸外ノ色ニハ反照甚タ強

クシテ室内ノ人物ヲ畫ク

ト自カラ異ナリ陰影部ハ

常ニ透明ノ質ヲ存スヘシ 

専ラ色ノ鮮麗ニシテ筆意

ヲ示スニハ光部ニアリ 

 

屋外の日中では、特に

日向の場合は、室内に

人物を配置した場合に

通常見られるよりも反

射光ははるかに強い。 

 

494)  Transparency should be 

occasionally preserved in the 

darks，and the general 

strength，richness，and 

textures may be improved by 

glazings． 

(翻訳省略) 

(影の透明感や、強さ、深さ、

テクスチャーはグレーズに

よって高められる。) 

(翻訳変更) 

且ツ重潤法ヲ以テ上彩ヲ

ナスヘシ 

影の透明感や、強さ、

深さ、テクスチャーは

グレーズによって高め

られる。 

495)  It is only necessary to 

recommend the same course 

in reference to the 

introduction of animals． 

而□動物ヲ画クニ於ケルモ

亦同シク初メ輪郭ヲ引キ 

次ニ脂色ヲ以テ隂陽ヲ描キ

後其固有色ヲ施スヘシ 

動物ノ類ヲ挿入スルニモ

亦是レト同一ノ考ヲ以テ

スヘシ 

同様のやり方は動物を

描き入れることにも勧

められるとだけ述べよ

う。 
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496)  Having made some studies of 

figures in the situations 

already described，I would 

recommend the student to 

retire some distance‐say 

20or30yards‐from a figure 

already painted，and make 

other studies at this distance 

from the same figure， 

painting only what can be 

seen at that distance； 

如此ニシテ初メハ戸外ノ最

モ近キ処ニ人物ヲ据ヘ日光

直照ノ強弱ノ度及ヒ部分ノ

精密ヲ悟リ次ニ亦タ同シ人

物ヲ二十ヤールド或ハ三十

ヤールドノ距離ニ於テ画ク

ヘシ 

而シテ其遠近ノ度ニ應シテ

輪郭及ヒ隂陽ノ精粗 并
ならび

ニ

濃淡ノ度ヲ写生スヘシ 

 

(翻訳省略) 

以上ノ如ク前景ニ於ケル

形状ヲ試ミタル後チハ其

位置ヲ變シ十間及十五間

位ノ距離ヲ隔テ再ヒ前時

ノ形ヲ摸寫スヘシ 

(そして、この距離による

別の習作を描くべきであ

る。 
それは、その距離に描かれ

ているようにしか見えな

いように描かれねばなら

ない。) 

既に述べてきたような

場所での人物の習作を

いくつかこなしたら、

私は学生に描いた人物

からおよそ 20～30 ヤ

ード(1 ヤードは約 0.9

メートル)後退するこ

とを求める。 

そして、この距離によ

る別の習作を描くべき

である。 

それは、その距離に描

かれているようにしか

見えないように描かれ

ねばならない。 

497)  then let another study be 

made from a much greater 

distance，say 400 or 500 

yards，always bearing in mind 

that what can be seen，either 

of local colour，or detail，at 

any given distance，is to be 

represented， 

and not what might be 

supplied by imitating a study 

of the same figure made 

nearer the eye． 

而シテ後又四百ヤールド或

ハ五百ヤールド距離ヲ隔テ

各距離ノ遠隔ニ應シ其精粗

変スルノ度ヲ画ヲ要ス 

 

 

 

凡テ距離ノ遠隔シテ色彩ノ

目ニ感シ得ルノ度中ニ画ク

ヘシ 

次キハ又其距離ヲ二十間

或ハ二十五六間隔テヽ摸

寫ヲ試ミルヲ要ス 

其間注意スヘキハ遠近ニ

應シ形状ノ目ニ見ユル程

度如何ニアリテ其固有ノ

色ト各部分ノ精粗ハ各其

距離ニ從ヒ異ルコトヲ察

スルコト緊要ナリ 

そして、より遠くの距

離のある習作を描こ

う。 

およそ、400～500 ヤ

ードでは、固有色や細

部は見えないことを常

に心に留めよう。 

同じ人物が、目により

近く見えないように習

作を描くべきである。 

498)  Attention to this is，in my 

opinion，most important，for 

which reason I have repeated 

these observations： 

(翻訳省略) 

(このことについて、私の意

見ではそれが最も重要であ

るので、繰り返し述べてい

ることは次のことである。) 

(翻訳省略) 

(このことについて、私の

意見ではそれが最も重要

であるので、繰り返し述べ

ていることは次のことで

ある。) 

このことについて、私

の意見ではそれが最も

重要であるので、繰り

返し述べていることは

次のことである。 
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499)  we too often see figures 

introduced in landscape with 

degrees of detail and strength 

of local colour，&c．，or what is 

erroneously called finish，

which entirely destroy the 

effect of distance：true finish 

consists in a correct 

imitation． 

色彩及ヒ物形ハ距離ノ遠隔

度ニ従テミナ減却シテ見ユ

故ニ此等ノ事ハ甚タ大切ナ

ルコトニシテ 屡々
しばしば

為ニ不

都合ヲ生シタルコトアリ 

或ハ距離ノ遠隔スルニモ不

係遠景ニ精密ナル物体ヲ画

キ或ハ不適当ノ人物ヲ画キ

入ル等ニヨリ遠景ノ趣 636

ヲ破ルニ至ル 

凡テ天然ノ遠近ニ應シテ目

ニ見ユルノ度ニ画キ決シテ

天然固有ノ者ノ目ニ見サル

モノ迄テ想像シ画キ込ムコ

ト勿レ 

色ノ強弱并ニ各部分小細ノ

処ハ其差異遠近ニ依テ生ス 

(翻訳変更) 

初學ノ徒往々遠景ノ人物

ヲ畫クニ精シキニ失シ風

景ノ趣ヲ損フコトアリ 

是レ其程度ヲ考ヘサル故

ナリ 

 

我々は、しばしば風景

画中の人物の細部や固

有色等の強さを入れす

ぎている。 

これは誤って、仕上げ

と呼ばれるが、距離感

を完全に壊してしま

う。 

正しい仕上げは、正確

に描写による。 

500)  With respect to size，great 

care should be taken in 

introducing figures or animals 

at different distances in a 

landscape：the whole effect of 

distance and truth may be 

easily destroyed by making a 

figure too large，or too small，

for the situation in which it ia 

placed． 

而シテ其容ノ大小ニ於テモ

大ニ注意セサルヘカラス 

人物若シ山水中ノ位置ニ對

シ其容量大又小ニ過クル勿

レ 

故ニ人物及ヒ動物ヲ画キ込

マントスルトキハ 色ノ厚

薄、精粗容量ノ大小等ヲ 斗
はか

リ加ヘサルヘカラス 

 

且ツ殊ニ意ヲ止ムヘキハ

遠近ニ應シ形状ノ大小ヲ

適合セシムルコトナリ 

若シ其程度ヲ誤ル時ハ眞

景ノ意ヲ得ルコト能ハス

シテ圖畫ノ効果ヲ害スル

甚タシトス 

人物や動物を異なる距

離で風景画に描きいれ

る場合、その大きさに

関しては大きな注意を

払うべきである。 

人物が描かれた場所に

対して大きすぎたり、

小さすぎたりすると、

全体の距離感や本物ら

しさは容易に損なわれ

てしまう。 

 

                                                   
636 赴(岡) 
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P．51 

501)  I have seen many instances 

where the human figure，if 

measured according to its 

situation by perspective rule，

would be longer than a church 

situate at the same distance； 

然ルニ 屡々
しばしば

不都合ナル者

アリテ遠近法ニ囗リ考フ

ル寸ハ 同位置ナル人物

ノ高サ側ナル寺塔ノ高サ

ニ比スルニ却テ大ナルモ

ノアリ 

 

世間ノ繪畫中其物景中ノ

他物ト比シテ其大小ノ差

ヲ異ニシ是ヲ照影法ノ

規矩
き く

ニ照ストキハ其人物

ハ其家ニ入ルコト能ハサ

ルカ如キ比例ヲナス者

屡々之レアリ 

私は、遠近法に照らし

てみると、同じ距離に

ある教会よりも大きす

ぎるといったことを数

多く見てきた。 

502)  these mistakes too frequently 

occur from a want of attention，

and application of the rule 

supplied in perspective for 

measuring objects at given 

distances． 

此等ハミナ注意スル浅ク

遠近法ヲ用ルナキニ起ル

モノナリ 

 

是レ畢竟注意ノ足ラサル

ト遠近ニ應シ物形ノ大小

ノ差ヲ計ルヘキ照影法ヲ

辨セサルノ致ス所ナリ 

これらの失敗は、たい

てい注意不足によって

起こり、遠近法による

正しい距離に応じた大

きさを与えれば防げ

る。 

(追加説明) 

故ニ遠近ノ度ニ應シ物体

ノ大小ハ深ク留意スヘカ

ラサル一事ナリ 

 したがって、遠近に応

じた物の大小はよく気

をつけなければならな

いことである。 

503)  The observations respecting 

figures are intended to apply 

to cattle and other animals． 

人物、動物、家屋、樹木、

等モ同シク遠近ノ度ニ應

シ色ノ強弱部分ノ精粗ヲ

斗
はか

リ画キ込ムヘシ 

此ノ如キハ又家畜其他ノ

動物ヲ畫クニモ切要ナル

注意ナリ 

人物について述べた意

見は、牛や他の動物に

も当てはまる。 

504)  I would also recommend the 

student to keep a sketch book，

in the pocket，in which grous of 

figures，&c．， 

as they occur in nature，may be 

drawn． 

今猶ホ学者ノ為メニ望ム

ヘキアリ 

油繪ニテ写景セントスル

寸ハ 先ツ常ニ写景帳ヲ

懐ニシ置クヘシ 

 

凡ソ初學ノ間ハ常ニ戸外

ニ出ル毎ニ必ス畫帖ヲ携

帯スヘシ 

畢竟眞景中偶然相會スル

奇景ヲ筆記スル必要アレ

ハナリ 

私は、また学生にポケ

ットの中にスケッチを

持ち歩くよう勧める。 

人物群等が自然の中に

現れれば描くことがで

きる。 
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505)  The incidents which occur to 

them，their various 

employments at particular 

times of the day，and their 

situaton and general 

arrangements，will be found 

far more fit for painting， 

and more in character with the 

scenes represented，than any 

inventions of the artist． 

之レ油繪ノ如ク顔料等充

分備ハラスト雖 常ニ経

過スル処ニ於テ天然ニ起

リタル出来事ハ時ニ應シ

テ之レヲ写シ置クヘシ 

天然不意ノ出来事ハ実ニ

想像外ノモノアリ 

 

且ツ偶然ノ景致ハ再ヒ企

ツヘカラサル好材料ヲ呈

シ其時刻ト塲境ト其物形

ノ組織 按排
あんばい

トニ於テハ作

家ノ意匠ノ外ニ出テタル

者ヲ表象ス故ニ其機ヲ失

スレハ再ヒ得ヘカラサル

者往々是レアリ 

それに起こることは、

一日の様々な時刻に

様々な職業においてあ

り、その位置や全体的

な配置は、絵を描くの

に大変適している。 

また、その光景の特徴

は画家が考えたどのよ

うなものよりも優れて

いる。 

(追加説明) 

人ノ群集牛馬ヲ牽キ行 

農夫或ハ樵夫等ノ帰リ来

ルカ如キ趣 637ヲ直チニ写

シ留ムル寸ハ他日大ナル

助トナル者ナリ 

 群集が牛馬に惹かせた

り、農夫や樵夫等が帰

っていく様子をすばや

く写しておくと、後で

大いに助かる。 

目次 On the Study of Pictures 

506)  In conclusion，I must suggest 

that the various observations 

and directions contained in 

this little work，will be more 

clearely understood by 

frequently consulting pictures； 

(翻訳変更) 

前条章ヲ追々種々解キ来

レルハ油繪実地写景法ノ

心得ナリト雖モ 只之レ

ヲ聞過シ精シク自ラ経験

セサレハ決シテ其用ヲナ

サス 

故ニ此法ヲ讀シタルノ後

ハ天然物ヲ画キタル図ヲ

見テ着色ノ法理及ヒ此書

冊ニ述フル者トヲ参考シ

或ハ実地ニ就テ自ラ施シ

傍ハラ参考シ行ハサルヘ

カラス 

結尾ニ一言スヘキコトア

リ 

凡ソ前章中記載スル所ノ

畫法ハ實際既成ノ油繪ヲ

査覈
さ か く

638セハ一層明瞭ニ理

會シ得ラルヘシ 

 

最後に、私はこの小冊

子に記された様々な意

見や指示は、絵画を絶

え間なく参考にするこ

とで、よりはっきりと

理解されるであろうと

述べよう。 

(追加説明) 

然ラサレハ決シテ益利ア

ルコトナシ 

 

 

そうしなければ決して

役には立たないであろ

う。 

                                                   
637 赴(岡) 
638 調べるの意 
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507)  by so doing，it is hoped that all 

illustrations in this very 

limited space will be rendered 

unnecessary，since there is 

scarecely any object in nature 

which has not been sucessfully 

imitated in pictures，and which 

are quite within reach of the 

student． 

(翻訳省略) 

(そうすることで、この極

めて制限されたスペース

で説明することが不要と

なることを望む。 

なぜなら、自然のどのよう

な物も、絵画としてうまく

描かれる事はほとんどな

く、それらは、学生の手の

届くところにあるからで

ある。) 

若シ然カル時ハ此限リア

ル小冊子ニ記載スルカ如

キ説明ハ無用ニ附スルモ

或ハ可ナラン 

然レトモ天然ノ物形ハ圖

畫ニ於テハ全ク摸寫シ 盡
つく

スコト能ハサル者ニシテ

且ツ初學者ノ力ノ能ク及

フヘキ物形ハ稀ナリ 

そうすることで、この

極めて制限されたスペ

ースで説明することが

不要となることを望

む。 

なぜなら、自然のどの

ような物も、絵画とし

てうまく描かれる事は

ほとんどなく、それら

は、学生の手の届くと

ころにあるからであ

る。 

(追加説明) 

又古人ノ画ヲ以テ此説明

ト比較シ品許セハ油繪ノ

所以
ゆ え ん

基礎ヲ得解スルニ至

ルヘシ 

 また、昔の画家の作品

をこの説明と比較する

事が出来れば、油絵の

描き方の基礎を会得す

ることができる。 

508)  Let pictures therefore be in the 

first instance consulted for 

their execution，which may be 

considered the language in 

which nature is translated； 

恰 E

あたか

Aモ文字ヲ学ハントシテ

初メ文法ヲ学フト同シク

皆ナ一部ノ言葉ノ如ク此

法ニヨリ天然ノ物体ヲ画

面ニ飜譯スヘシ 

 

故ニ既成ノ圖ハ特ニ其描

法ノ 手續
てつづき

ヲ攻究スルノ一

助トナシ其描法ハ 恰
あたか

モ天

然ヲ摸寫スル言語ノ如キ

者ト考フヘキナリ 

先ず第一に制作のため

に、描かれた絵画を参

考にしよう。 

それは、自然の中にあ

る言葉が翻訳されてい

ると考えられるからで

ある。 

(追加説明) 

只語学ヲ学ビ之レヲ教師

ニ授クルノミニテ止マル

寸ハ決テ益ナキナリ 

ただ語学を学んで教師

から授かっただけであ

れば、決して身につく

ことはない。 

509)  and when the student has 

acquired this language，he may 

study them for the mental 

qualities they exhibit； 

(翻訳省略) 

(そして、学生が自然の中

にある言葉を得れば、彼の

示す精神の有り様を表現

できるであろう。) 

學者既ニ言語ヲ熟知シタ

ル上ハ其言語カ表象セル

所ノ心意上ノ性質ニ向テ

査覈
さ か く

スル所アルヲ要ス 

そして、学生が自然の

中にある言葉を得れ

ば、彼の示す精神の有

り様を表現できるであ

ろう。 
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510)  prepared thus，he will be able 

to produce a combination of the 

beauties of nature in his own 

works． 

(翻訳省略) 

(このように準備すれば、

彼の作品の中で自然の美

しさの 

組み合わせを描くことが

できるであろう。) 

斯ノ如クシテ練磨習熟ス

ル後ハ其実家ノ作中ニ天

然ノ美ニ合ス可キ者ヲ生

出シ得ルニ至ルヤ必然ナ

リ 

このように準備すれ

ば、彼の作品の中で自

然の美しさの 

組み合わせを描くこと

ができるであろう。 

一行あけ 

目次 Conclusion 

511)  It will be observed，that I have 

repeated some observations 

more than once in these pages； 

(翻訳省略) 

(私は、幾つかの意見をこの

本の中で繰り返し述べた。) 

又一言スヘキコトアリ 

書中説明ノ項ニ再三重

複セシ者往々アリ 

もう一つ付け加えてお

くことがある。私は、

本書の中で観察の結果

を一度ならずも二度三

度と繰り返し述べてき

た。639 

512)  my apology is，that I consider 

they relate to subjects， 

which require the most 

particular attention，and 

cannnot therefore be too much 

impressed on the beginner． 

(翻訳省略) 

(残念なことに、主題に関す

ることは特別な注意を払う

必要があるのだが、それゆえ

初心者には影響が大きすぎ

るということである。) 

是等ノ諸項ハ殊ニ讀者

ノ注意ヲ促カサント欲

スルモ 初歩ヨリ 俄
にわか

ニ注意セシムルコト能

ハサルモノニシテ漸次

ニ辨知セシメンコトヲ

欲シテナリ 

 

それは初学者にとっ

て、その観察の結果が

とりわけ注意を払わね

ばならない題材に関わ

る事柄であるため、そ

れについて初学者にい

くら注意を喚起しても

し過ぎることはないと

考えたことによるもの

である。640 

513)  I must also plead that I am 

more accustomed to the use of 

the brush than the pen． 

(翻訳省略) 

(また、私はペンより筆を使

う方が慣れているといわね

ばならない。) 

又希望スヘキ一事アリ 

油繪ヲナスニハペンヲ

仕用スルヨリハ一層毛

筆ヲ仕用スルコトヲ熟

練スルヲ要ス 

また、私はペンより筆

を使う方が慣れている

といわねばならない。 

                                                   
639(筆)「私は、幾つかの意見をこの本の中で繰り返し述べた」としたが、“observation”は「意

見」ではなく「観察の結果」である。 
640 (筆)「残念なことに、主題に関することは特別な注意を払う必要があるのだが、それゆえ初

心者には影響が大きすぎるということである」としたが、“they”は「観察の結果」をさす。 
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(追加説明) 

結尾ニ於テ学者ノ為メ一言

セサルヘカラサルアリ 

即チ以上ニ於テ種々法度ヲ

説キ来レリト雖モ必ラスシ

モ此法則ニ従順セサルヘカ

ラサルノ理ナシ 

他ニ各々自ラ経験シ其法ヲ

発明スヘシ 

此書冊ハ只初学者ノ進路ノ

方向ヲ示スノミ 

且ツ余ノ自ラ経験シテ行フ

コトヲ得タルルヲ記述セル

ノミ 

油繪写景指南終 

(追加説明) 

油繪山水缺終 

 

 

 

 

 

終わりに、学生のため

に一言言わなければな

らないであろう。 

即ち、これまで様々な

決まりを述べてきた

が、必ずしもこの法則

に従わなければならな

いということではな

い。 

他に、各人が自らの経

験によってその決まり

を見つけ出すべきであ

る。 

この本はただ初心者の

学ぶ方向を示しただけ

である。 

また、私が自分から経

験して、行なったこと

を記しただけである。 

油繪写景指南終 

 

 
 


