参考資料８.「油絵道志留邊」と原書及び筆者による翻訳の一覧表
p.1
文章番号
1)

英語原文
LANDSCAPE PAINTING IN

油絵道志留邊

筆者による翻訳

(翻訳省略)

油絵による風景画

(翻訳省略)

内容

OIL-COLOURS
p.5
2)

CONTENTS
Implements

9

画具

9

Colours

18

絵の具

18

Oils and Varnishes

28

油とワニス

28

Megilps, &ｃ.

30

メギルプ等

30

Processes and Manipulations:

描画過程とその取り扱い

Glazing

34

グレージング

34

Impasting

36

インペースチング

36

Scumbling

37

スカンブリング

37

Handling

38

ハンドリング

38

Light, &ｃ.

39

採光等

39

On the mode of commencing

41

描画の開始とその実施

41

and conducting a Picture

方法について

The First Painting

43

最初の描画

43

The Second Painting

45

二番目の描画

45

The Third Painting

47

三番目の描画

47

On the Colours and Tints for different

絵画の様々な場所における絵の具

parts of the Picture:

と調色について

The Sky

48

空

48

Clouds

51

雲

51

Distances

53

遠景

53

Middle Distances

55

中景

55

Trees

56

樹木

56

Foregrounds

61

前景

61

p.7
3)

THE ART OF LANDSCAPE

油画道志留辺

油絵による風景画法

PAINTING IN OIL-COLOURS.
4)

(追加説明)
総論
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総論

5)

The following pages treat of one branch

画ハ美術学ノ一課ニシテ 森羅万象

以下のページでは油絵の技法の

of the Art of Oil Painting,－that of

ヲ摸出スルノ技術ナリ

一部門を扱っている。

imitating upon canvas, with fidelity

それは、描く者自身の目の前にあ

and truth, the varied aspects of

る、自然の変化に富んだ風景を、

nature, as they present themselves to

忠実に迫真的にキャンバスに模倣

the eye in Landscape.

することである。
(追加説明)

(追加説明)

而シテ其万像ヲ現スニハ種々ノ画法

しかしながら様々なものを表現する

アリテ 画体モ従テ異ナリト雖トモ 概

には、種々の描写法があり、したが

シテ画ノ体裁三種アリ

ってその技法も異なっているが大

即チ墨画 水彩画 油画等是レナリ

まかに言って技法は三種類ある。

此三種ノ内ニ於テ 其最モ真ニ迫ル

すなわち、墨画 水彩画 油画で

ヘキモノハ 油画ニ優ルモノナシトス

ある。この三種類の中で最も迫真

さて

扨 油画ヲ学ブニハ 景色画ヲ初歩ト

的なものは油画である。

EA

ママ

わきま

シ 色料ノ扱方ヲ 預 メ 辨 ヘ 後他ノ

ところで、油画を学ぶには風景画

物形ニ及ブヲ良トスルガ故ニ 画中

を最初として、絵具の扱い方を理

述ブル処ノモノハ即チ景色ヲ描クベ

解して、それからほかの物に進む

キ方法ナリ

のがよいので、ここで述べるもの

AE

EA

AE

EA

は、風景画の描写法である。
6)

It is taken for granted that the pupil is

初学ノモノハ兼テ墨画ヲ学ヒ 且ツ遠

学習者は素描と遠近法の一般的

so far acquainted with the general

近法ヲ 辨 ヘ 此法ニ依テ万物ノ形

なきまりを習得して、それを、見える

principles of Drawing and Perspective,

象輪郭ヲ自在ニ図取ル事ヲ得テ 然

光景や主題の輪郭を巧みに確実

as to be able to apply them with facility

ル後油画ニ及フヘキ事ナリ

に適応させるところまできていると

わきま

and certainly to the representation, in

しよう。

outline, of a given view or subject.
7)

This being the case, he will see

茲 ニ述フル所ノ方法ハ 甚タ簡略ナ

ここに例を示す。彼は原理と規則

principles and rules here laid down,

レトモ 反復熟考シテ実際ニ経験セ

を見出す。それは、彼の持つ最も

which will place within his reach the

バ 些カ欠ル処ナカルヘシ

心地よく納得のいく能力である。

こ こ

EA

power of securing to himself one of the
most delightful and agreeable
accomplishments he can possess.
8)

These rules he will find compressed

彼の見つけた決まりは適度な制限

within moderate limits;

の中に封じられる。
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9)

10)

But he will find them also to be fully

(翻訳省略)

しかし、彼は、芸術の実践におい

sufficient to ensure no mean proficiency

て、もしも心からの忍耐と勤勉の追

in the practice of the Art, if he will

及を自らに課すとしたならば、それ

apply himself to the pursuit with

らが、意味のない熟達であることを

thoughtful diligence and patient

確かにするには十分であると気づ

assiduity.

くであろう。

In order that the subject may be laid

問題を明瞭に整然と並べるため

before him clearly and methodically,

に、内容を大きく三つの部分に分

the matter is generally divided into

けることが出来る。

three parts.
p.8
11)

12)

13)

The first part consists of a description

油画ヲナスニハ 種々入用ノ道具ア

美術のこの領域で、扱う最初の部

of the Implements and Materials used

レハ先ツ初メニ其器具物品ノ品位性

分は画材と画具についての解説か

in the branch of Art here treated of.

質ヲ説キ 然ル後着色ノ方法ニ及フ

らなる。

The second part contains a concise but

ヘシ

二番目の部分は、様々な絵画的な

clear explanation of the general

効果をよく描くことができる、全体

Processes and Manipulations by which

的な描写過程と取扱いについての

the various pictorial effects can be

簡潔でありながら明瞭な説明から

faithfully

なる。

represented.

The third part consists of an

三番目の部分は風景画を描く上で

explanation of the Principles upon

の原理の説明と、前の部分で記さ

which a Landscape should be painted,

れた描写過程と取扱いの応用から

and of the mode of applying the

なる。

processes and Manipulations described
in the previous part.
P.9
14)

PARTⅠ.

(翻訳省略)

第一部

15)

IMPLEMENTS AND MATERIALS.

(翻訳省略)

画具と画材

16)

IMPLEMENTS

画具

画具

17)

The Implements and Materials

油画ニテ用ユル器具 物品ハ色々ア

油絵を描くのに絶対に必要な画具

absolutely necessary for Oil Painting,

レトモ 先ツ初学ノ必要ナル品ハ

や画材は、多くもなければ高価で

are neither numerous nor expensive.
18)

Oil and varnish, a few colours and
brushes, a palette, a palette knife, an

バニッシュ

パ レ ッ ト

油 仮漆 顔料 毛筆 色料板 パ
イ ー ゼ ル

レスト スチッキ

レットナイフ 三脚架 腕 鎮
チョー ク

灰 筆 等ナリ

カンバス

画布

もない。
油とワニス、わずかな絵の具と筆、
パレット、パッレットナイフ、イーゼ

easel, a rest stick, canvas, and a little

ル、腕鎮、キャンバス、少量のチョ

chalk, will suffice to enable the

ークがあれば、初心者は描き始め

beginner to make his essay.

ることが出来る。
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(追加説明)

又この他に研いだ厚いガラス板一

と

又此外ニ 硎 キタル厚キ硝子ノ板一

枚と、ガラス製のマーラー(すり棒)

面 並ニ硝子ニテ造レル「ミユルレ

というものを準備すべきである。

ル」ト称フルモノヲ供用スヘシ
19)

20)

21)

The most convenient and advantageous

(翻訳省略)

制作する上で最も便利な優れたも

mode of proceeding will be, to obtain

のは、必要な画材を全て完全に収

from any respectable dealer one of the

める、普通の錫製の画具箱を、信

usual tin oil-painting boxes, fitted

用ある画材店から手に入れること

completely with the necessary articles.

である。

It will contain, besides colours, a set of

(翻訳省略)

その中には、絵の具と、豚毛やセ

brushes-comprising hog-hair, sable,

ーブル、暈かし筆等の筆一式を入

and badger brushes;

れる。

A palette, a knife, port-crayons, chalk,

(翻訳省略)

また、パレットやナイフ、ポートクレ

oil, and varnish.

ヨン、チョーク、油、ワニスを入れ
る。

22)

23)

Besides these, there must be procured

(翻訳省略)

これらとともに、イーゼルや、腕鎮、

an easel, a mahl stick, aglass slab, and

ガラスの厚板、とキャンバスが必要

canvas.

である。

In order to enable the learner to make

(翻訳省略)

学習者がこれらの画材を安全に判

his purchases of these articles with

断して購入出来るよう、それらの成

safety and judgment, we shall offer in

り立ちと特性を簡単に説明しよう。

the outset a few words of explanation
as to their nature and qualities.
p.10
24)

Palettes.

25)

‐Palletes are made of mahogany, and

色料板ハ 紫檀 柞

of satin and other light-coloured woods;

キ 光沢アル木材ニテ造ル

(翻訳省略)

パレット
ハハス

1

梅 桜 ノ如

パレットは、マホガニーやサティ
ン 2、また他の色の明るい木で作ら
れる。

(追加説明)
あつがみ

26)

その他、厚紙で出来ており、表面

或ハ 厚帋 ニテ造リ 其面ニハ白キ滑

が白く滑らかで光っているものもあ

光ヲカケシモノアリ

る。

those made of the latter are preferable,

斯ル色料板ハ 白色及ヒ変色シ易キ

後者で作られたものが、より望まし

because the colours and mixed tints are

色料ヲ扱フニ適用ス

い。なぜなら、絵具と混ぜ合わせた

best seen upon them.

色合いはその上では最も分かり易
いからである。

1
2

コナラ等。
“Satinwood”家具に用いられる、黄金色の堅い木。
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27)

28)

29)

30)

31)

They should be light in weight, and

(翻訳省略)

それは、軽くて薄く、手の上にのせ

thin, and so perforated for the thumb as

色料板ハ 総テ薄ク軽キ(手の上にの

るのにバランスが良く、親指がうまく

to rest well balanced on the hand.

せるのにバランスが良く、親指ががう

働くようになっているものでなけれ

まく働くようになっているもの)ヲ要ス

ばならない。

Palettes are made of oval and oblong

且ツ其形ハ楕円形アリ

パレットは、楕円形と長方形のもの

shapes;

長方形アリ

がある。

the latter form is more generally used

長方形ノ分ハ 色料ヲ扱フニ 板面

後者の形の方がより一般的で便利

and convenient, as affording greater

広キ故 便利ヨシ

である。

space for the working of tints, as well as

それは、色を作るのに広く、また並

for their advantageous arrangement.

べるのにも都合がよい。

Wooden palettes should be prepared for

木製ノ色料板ノ面ヘハ亜麻仁油ヲ引

木製のパレットは、吸収出来るだけ

use by rubbing into them as much raw

キ 十分ニ木目ニ吸込マシメ 能ク摩

の生の亜麻仁油を擦りこんでおく。

linseed oil as they can be made to

擦シ 乾カシ堅メ用ユヘシ

imbibe.

斯ノ如クスレハ 木目ヘ色料ヲ吸込ミ

If this dressing with oil be thoroughly

板面ヲ汚ス事ナク 又 板面堅滑ナ

もし、この油による仕上げを徹底的

effected, and the palette then be

ル故 色料ヲ扱フニ自在ナリ

に行い、硬くなるまで放置しておけ

suffered to dry till it becomes hard, the

ば、板は以後絵の具のしみ込みで

wood will subsequently not be stained

染みが付くことはないであろう。

by the absorption of colour.
32)

A palette thus prepared is easily

こうすれば、パレットは掃除が容易

cleaned, and presents a hard and

になり、硬くつるつるの表面を呈

polished surface, exceedingly agreeable

し、混色するのに、非常に快適で

for the preparation of tints.
33)

ある。

It is important to keep the palette free

板ハ 反帳 或ハ 疵 ノツカヌヤフニ忘

パレットはへこみやひっかき傷がつ

from indentations and scratches, and

レス 清浄ニ拭ヒ置クヘシ

かないようにして、掃除を怠らない

ソリカヘリ

きず

on no account to neglect cleaning it;
34)

the colour never being allowed to

ようにすることが重要である。
(翻訳省略)

harden upon the wood.
35)

絵の具は決して板の上で固まらせ
てはいけない。

The Dipper is a small tin cup, made so

「ジウペル」ハ小サキ錫ノ器ニテ 油

油壷は、小さい錫のカップで、パレ

that it can be attached to the palette: it

或ハ仮漆ヲ入レ 色料板ニ挿ミ置ク

ットに取り付けられるようになってい

serves to contain oil, varnish, or other

モノナリ

る。

vehicle used, as will hereafter be

それは、以後説明していく様な、油

explained.

やワニスやその他の媒剤を入れて
使用する。

36)

The Palette Knife.

(翻訳省略)
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パレットナイフ

37)

―The Palette Knife is the implement

「パレットナイフ」ハ色料板ニ色料ヲ

パレットナイフは、パレット上の絵の

with which the colours are placed on

混和シ 色合ヲ整フル具ナリ

具といっしょに使う画具である。

the palette.
38)

It is used to temper the colours;

それは、絵の具を調節するのに用
いる。

39)

40)

that is to say, to mix tints and arrange

すなわち、調色し、並べるということ

them.

である。

It should be thin and flexible, tapering

是ハ薄ク軟カニシテ 弾力ノ強キ小

それは、薄く弾力があり、端にいく

towards the end, having the handle

刀ノ如キモノナリ

にしたがってだんだん細くなり、柄

heavier than the blade.
41)

42)

は刃よりも重い。

A square slab of ground glass, in a

硎 キタル硝子ヲ供用シ 色料板ニ移

木の枠に入った、四角い厚いガラ

wooden frame.

ス前 先ツ此板面ニテ各種ノ色ヲ調

ス板

-This article is indispensable, as the

合スヘシ

これは、パレットに移す前におこな

と

EA

colours and tints have to be tempered

わなければならない、絵の具や混

and mixed on it before they are

色の調整や混ぜ合わせに欠かす

transferred to the palette.

ことができない。

P.11
43)

44)

45)

A glass muller should accompany the

(翻訳省略)

ガラスの練り棒は、その厚板と一緒

slab;

又硝子ノ「ミユルレル」ハ右ノ板ニ附

に用いる。

it is used to rub up any fine colour,

属セルモノニテ 失費ヲ省キ便利ナ

それは、節約や便利さのために、

which for economy or convenience may

ル為メ 粉末ニテ貯ヘタル(純粋な)

顔料となっている純粋な、ウルトラ

れんわ

be kept in powder, such as pure

群靛或ハ洋紅ノ如キ色料ヲ 楝和 ス

マリンやマダー・レーキ等を練り上

Ultramarine, Madder Lake, &c.

ルニ用ユ

げるのに用いる。

Two or three flat China tiles, about

方八寸ヨリ壱尺程ナル四角ノ陶器ヲ

８から１０インチ 3四方の二三枚の

eight or ten inches square, will be found

ニ三面供フヘシ

磁器タイルは、色合いを美しく保

extremely serviceable for the purpose of

此器ハ色料板ノ面ニ色料ヲ扱フ間

ち、互いの色を離す(例えば寒色

keeping the tints clean and apart from

各色互ニ相混シ 其色ヲ変スル故

から暖色の順というように)為に大

each other(the series, for instance, of

変色シ易キ色料ハ 此器ノ上ニ置ク

変便利である。

cold tints from the warm ones.)

時ハ 直チニ清浄ナル色ヲ得ルニ甚
便利良キ器ナリ

46)

3

These tiles enable the artist to have at

(翻訳省略)

このようなタイルを使うと、画家は彼

instant command a replenishment of

の使う絵の具の補充がすぐに出来

the colour he may be using;

る。

約２０~２５センチ。
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47)

48)

49)

a very desirable resource, because a

(翻訳省略)

とても魅力ある方法である。なぜな

colour will sometimes, in course of

ら、絵の具は時としてパレットの上

working on the palette, become mixed

で用いると混ざって変わってしまう

and changed.

ことがあるからである。

They are also useful to preserve such

又調和セシ色料ヲ其日ニ用ヒ 尽キ

それは、混色した絵の具で、その

tints as may be mixed, but not used in

ザル時 此器ノ面ニ色料ヲ移シ 其

日使わなかったものを保存するの

the day’s work ;

儘 水盤ニ沈メ置キ 次ノ日ニ供フル

にも便利である。

for tile tiles can be immersed, with the

ニ用ユ

それは、絵の具をのせたタイルを

colours of them, in dishes of water, and

水を入れた皿に浸し、次の描画の

so reserved for the next painting.

ためにとっておくことができるから
である。

50)

The Easel.

(翻訳省略)

イーゼル

51)

-The easel is a frame which supports

三脚架ハ 画ヲ作ス時其画ヲ掛ケ置

イーゼルは絵画を描いている間支

the painting during its progress.

クヘキ 三脚ノ台ナリ

える構造物である。

其形種々アレトモ「ラック イーゼル」

イーゼルは様々な形がある。

52)
53)

Easels are of various forms;
but the most convenient is undoubtedly

ト云フハ画工ノ意ニ従ヒ掛ケ置ク処ノ

the rack easel, which allows the

図ヲ自在ニ高低セシムルニ甚タ軽便

painter to

ナリ

しかし、ラックイーゼルは、必要に
応じて、画家が彼の作品を速やか
に快適に上げたり下げたり出来、

ｒaise or lower his work with speed and

間違いなく最も便利である。

convenience, as occasion may require.
54)

The commoner and cheaper kind are

又通常単一ナルモノハ図ヲ高低セシ

より一般的で、安価な種類は

supplied with pegs for this adjustment

ムルニ 木釘ヲ傭へタリ

作品の高さの調節のために、挿し

of the height of the work.
55)

棒がついているものである。

It is desirable that the easel should

総テ三脚架ハ坐リ良 之ニ触ルトモ

イーゼルは、しったりと立ち、ちょっ

stand firmly, and not be liable, as is too

容易ニ倒レサル様ニ造ル可シ

としたことで、倒れることがあまりな

often the case, to be overset by any

いものが望ましい。

slight cause.
56)

The Rest oｒ Mahl Stick.

(翻訳省略)

腕鎮

57)

-This is used to rest or guide the right

(翻訳省略)

これは、小さなものや、わずかな細

hand or arm when particular

「レスト スチツキ」ハ軽キ丈夫ナル杖

部を描く場合に、特別安定が必要

steadiness is

ニテ (それは通常、藤やランスウッド

な時に、右手や右腕を休ませたり、

required, as is tｈe case in the painting

で作られる)巨細ノモノヲ画ク時 之レ

支えにする為に用いられる。

of small objects and minute details.

ヲ左ノ手ニ持チ先ツ結ヒ付タル柔カ

It is usually formed of cane or

キ弾丸様ノ処ヲ画布其外便宜ノ処ニ

lance-wood, and it should be light yet

アテ 右ノ腕ヲ此杖ニ 倚 セ 運筆ヲ

firm.

自在ナラシム

58)

4

よ

熱帯アメリカ産の強靭な弾力性に富んだ木。
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それは通常、藤やランスウッド 4で
作られ、軽いが強靭である。

59)

The lower end of the stick is held in

それは、下端を左手で持ち、一方

the left hand, while the upper

で上端は絵を傷つけないように柔

extremity, which is covered with a soft

らかい丸い球か、革の詰め物が付

round ball or pad of leather, to prevent

いていて、キャンバスかその他の物

injury, rests on the canvas or some

に支えさせる。

other convenient support.
p.12
60)

Brushes.

(翻訳省略)

筆

61)

-To paint with effect it is of the first

精妙ナル画ヲナスニハ 毛筆ヲ精撰

効果的に描くために最も重要なの

consequence to have the brushes well

シ 其善良ナルモノヲ用ユルヲ第一ト

は筆をよく選び、入手し得る最高品

selected, and of the best quality that

ス

質の物を得ることである。

can be procured.
62)

They are of various kinds:-of hog hair,

其類数アリ

sable, badger, fitch, and goat-hair.

ホ

グ

ル

バ ウゼル

ヒイ ツ

チ

豕 毛 黒貂 毛 狸 毛 臭 猫 毛
E AE

ゴ

EA

ー

AE

E AE

EA

AE

E AE

EA

AE

E AE

E AE

豚毛や、セーブル、アナグマ、ケナ
EA

ト

山 羊毛 等ヨリ製造セリ

ガイタチ、山羊などがある。

Of these, the most useful are the

其内豕毛貂毛狸毛ノ三種ハ最モ必

これらの中で、最も役に立つのは

hog-hair, sable and badger brushes.

用ノモノトス

豚毛、セーブル、アナグマの筆で

E

63)

それは、様々な種類がある。

サ ブ

E AE

EA

ある。
64)

The black fitch and white goat-hair are

(翻訳省略)

ケナガイタチの黒い毛や山羊の白

but seldom used, as the sable and hog

黒キ臭猫及ヒ白キ山羊ノ毛ハ稀ニ用

い毛はめったに用いられることはな

tool will effect all that can be done by

ユ

い。

the former.

多分ハ貂豕ノ二毛ニテ(学生が描くこ

なぜなら、セーブルと豚毛筆は学

とのできる全てを)事足ルヘシ

生が描くことのできる全てを表現す
るからである。

65)

66)

Nothing can be superior to a well-made,

大ナル画ヲナスニハ豕毛ノ白

大作を描くときは、よくできた、細く

fine, white bristle tool, in larger work;

ク細キ毛ニテ精工ナルモノヲ良トス

白い毛の筆に優るものはない。

or to a good red sable for details.

又巨細ノ画ニハ赤キ貂毛ニ優ルモノ

また、細部には赤いセーブルがよ

ナシ

い。

67)

Hao-hair Tools.

豕毛筆

豚毛筆

68)

These brushes are made both round

此筆ハ円キト遍キト二類アリ

これには、丸筆と平筆がある。

遍キ分ハ円キヨリ其用多ク

平筆は一般に丸筆より使い道があ

and flat.
69)

Flat hog-hair are generally more useful
than round ones;

70)

る。

they are preferｒed, as assisting in

筆痕ヲ方形ナラシメ 或ハ攣編〔岡

それは、四角ばった、はっきりとし

giving a squareness and crispness of

攣縮〕セシムルニ好シ

た筆触を残すのに適す。

此筆ハ手工能ク丈夫ニ作リ

それは、丈夫に、きちんと造られて

both.
71)

They should be strongly and neatly
made;

いなければならない。
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72)

and in selecting them be sure that the

又毛先ノ切断セザルモノヲ撰ムヘシ

選ぶときは、必ず毛先が切れてい

hair has not been cut at the points, for

悪シキ毛ニテ造レルハ毛先ヲ切リシ

ないものを選ぶべきである。なぜな

this is sometimes done with inferior

モノアリ

ら、時に悪い筆では、切っているか

brushes;
73)

らである。

but such brushes have an unpleasant

(翻訳省略)

このような筆では、不快で乱雑な筆

and coarse touch, laying on the colour

此ノ如キ筆ニテ画ク時ハ(引っ掻くよう

触となり、引っ掻くようなやり方で、

in a scratchy manner.

なやり方で、絵具をおくことになる)画

絵具をおくことになる。

色不潔ナリ
74)

75)

76)

It will found to be a good test, if they

(翻訳省略)

良いテスト法がある。

are made of very fine silky-looking hair,

(良いテスト法がある。)

筆がとても細く絹のような毛で、柔

and very soft to the touch.

善良ナルハ細キ絹糸ノ如ク 且ツ軟

軟なものであるとする。

They should however be firm, yet

柔ナレトモ堅固ニテ弾力強ク 掌ニ

一方でそれは、しっかりしていなが

elastic;

圧シツクルトモ直ニ元ノ如ク弾ネ回ル

ら、しなやかである。

springing back to their form after being

ヘシ

それは、手のひらに横に押し付け

pressed laterally upon the hand.
77)

るとはねもどるはずである。

Lastly, their shape should be flat and

其形ハ平ク 楔形 ニテ散乱セル毛ナ

最後に、その形は平らで楔状で、

wedge-like, without straggling or

キヲ撰ムヘシ

乱れたり、枝分かれしていないもの

ク サ ビ

diverging hairs.

でなければならない。

p.13
78)

Let the handle be of cedar, and

柄ハ檜ノ如キ木ヲ摩キタルヲ好トス

polished;
79)

柄はヒマラヤスギからなり、磨かれ
たものがよい。

the ceder is pleasant and lght to hold,

斯ル柄ハ軽クシテ持チ心能ク且清潔

ヒマラヤスギは握るのに心地よく、

and being polished is eaily cleaned.

ナリ

軽い。そして、磨かれたものは掃除
がしやすい。

80)

81)

(翻訳省略)

ストローブ松の古木の柄は、絵の

becoming ingrained with colour, are both

(ストローブ松の古木)白キ柄ハ 5色料

具がすぐに染みつき、用いるのに

dirty and disagreeable to work with.

にて急に穢るべし (用いるのに汚く、

汚く、快適でもない。

The old white pine handles, soon

It may here be remarked, as an
important principle, that it is of the
greatest use to a beginner to paint with

快適でもない。)

重要な原則に留意すべきである。

初学のものは画、模様ニヨリナルベク
ハ大筆ヲ用ユヘシ

それは、初心者が彼が描こうとする
対象と同じぐらいの大きな筆を最も

as large brushes as his subject will

使用することである。

admit of;
82)

83)

for whoever begins with large brushes

小筆ヲ用フレハ画図 賎陋 ニ陥ルモ

というのは、誰でも大きな筆で描き

cannot easily fall into an insignificant

ノナリ

始めれば、小さく萎縮した表現に

petty style.

殊ニ注意スヘシ

陥ることはないのである。

Sable Brushes.

(翻訳省略)

セーブルの筆

5(坂)「色斜にて急に穢るべし

初学のものは画」欠落。

せんろう
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84)

85)

-The observations regarding hog-hair

貂毛筆ハ 豕毛筆ト略同シケレトモ

豚毛筆について述べたことは、セ

tools will apply to the sable tools;

貂毛筆ハ毛先細ク強シ

ーブルの筆にも当てはまる。

but these latter should have the

しかし、後者は細いが腰のある毛

additional property of coming to a fine

先でなければならない。

yet firm point.
86)

87)

Be careful in choosing those sable

(翻訳省略)

セーブルの筆を選ぶ時は、淡い黄

brushes, the hair of which is of a pale

此筆ハ自黄色ヲ帯ヒタル種類ニテ

色みを帯びた毛を選ぶよう注意す

yellowish cast;

(特によく見なければならないのは、)

べきである。

and especially see that it is firm, and

毛先迄弾ネ回ルヲ選ムヘシ

そして、特によく見なければならな

that it springs well to its point.

いのは、腰がしっかりとして毛先に
弾力性があるかどうかである。

88)

89)

The round sable tool is as

円キセーブル毛筆ハ 平キ分ト等シ

セーブルの丸筆は、平筆と同じぐら

serviceable as the flat one, and is

ク所用多シ

いよく用いる。

used in working the finishing parts

画ヲ竣成スルニ用ユル「サブル ヘン

それは、絵の仕上げに用いられ

of a painting.

シル」トテ羽茎へ挿入レシ処脹レ 6

る。

Round brushes in quills, known by the

セーブルペンシルという名前で知

name of sable pencils, are also

られる鳥の羽根の柄につけられた

applicable to the same purpose.

セーブルの丸筆は、同じ目的に用
いられる。

90)

Pencils, that bag or swell where the

又ハ毛先揃ハス四方へ散乱シタル

この筆は、羽根の柄につけられた

hair is inserted in the quill, or the hairs

ハ極メテ下品ナリ

毛がふくらんだり、広がったりした

of which diverge and form several

り、又はいくつかに枝分かれしたも

points, are worthless.

のは 役に立たない。

91)

The Badger Tools.

(翻訳省略)

アナグマの筆

92)

-These are known by the significant

(翻訳省略)

これは、暈し筆またはならし筆とい

names of “softeners” and ”sweeteners.”
93)

They are of various sizes;

ハ ウ セ ル

狸 毛筆 ハ(暗示的な名前)色ヲ暈シ
E AE

EA

う、暗示的な名前で知られている。

クマドル

又ハ 淡渲 スルモノニテ 其形大小ア
AE

EA

様々な大きさのものがある。

リ
94)

95)

6

不明。

and the hair, instead of coming to a

他ノ筆ト違ヒ 毛先散乱シ 其善良ナ

毛は他の筆のように毛が密で先が

close end or point as in other brushes,

ルモノハ毛長ク軟カニ

尖っている代わりに、ちり払いの様

diverges or spreads out, after the

毛ノ色ハ鳶色アリ 或ハ黒アリ 皆毛

に枝分かれしたり広がったりしてい

manner of a dusting brush.

先純白ナリ

る。

When good, their hair is long, light and

良いものは、毛が長く軽くく曲げや

pliant, of a reddish-brown or black,

すい。又は、赤茶色や黒色で先が

with clean white ends.

純白である。
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96)

The chief use of the badger tool is to

(翻訳省略)

アナグマの筆の主な使い方は、空

“soften” or “sweeten”(as it is termed)

此筆ハ天空 水面ノ如キ広キ彩色ノ

や水や遠景等のような広い色面

broad tints, such as skies, water,

暈翁〔滃〕ヲナスニ用ユ

を、暈したりならしたりする(これは

distances, and the like;
97)

用語である)ことにある。

it is acknowledgedly a very valuable

(翻訳省略)

これは、初心者の作画を助ける価

assistant to the young painter;

初学ノ為メニ 大ニ益アリ (知られて

値のあるものとして、知られている。

いる。)
98)

but it must be used with great

(翻訳間違い)

(佐)ただし、十分な自制心と注意

forbearance and caution, because, in

然レトキ拙劣ナル手ニテ軽率ニ用ユ

力を払って使用しなければならな

inexperienced hands, its injudicious use

ル時ハ 筆ヲ破損スヘシ

い。というのは、経験の浅い者が使

frequently destroys forms, and

用すると絵の形体を崩し、そしてい

produces what is called “woolliness.”

わゆる「ぼやけた」感じを生み出し
てしまうからである。 7
6F

99)

Although badger hair is generally

狸毛筆ハ重ニ暈カシニ用ユレトモ

アナグマの毛は、一般に「ぼかし

employed for “softeners,” yet any brush

柔カニテ 筆先尖カラサルモノハ 如

筆」として用いられるが、毛が柔ら

of soft hair, and not having a close

何ナル分ニテモ之レト同シ用ヒヲナス

かく、先が尖っていないものであれ

point, may serve as a softening brush.

ベシ

ば、どんなものでも、暈し筆につか
える。

100)

The hog tool makes a good softener for

又豕毛筆ハ濃キ色料ヲ以テ広キ面ヲ

豚毛筆は、広い面積にすぐれた暈

large surfaces, where stiff colour has

暈スニ良シ

し筆になる。それには、硬い絵の具

been employed;
101)

が用いられる。

and for small points requiring

(翻訳省略)

小さい部分を暈すにはセーブルの

sweetening, nothing better can be used

又僅少ナル部ノ色ヲ暈スニハ平キ貂

平筆に優るものはない。

than a flat sable, which should

毛筆ニ優ルモノナシ 之レヲ用ユル

それは、最初に、使用する油や媒

however be first slightly moistened

ニハ 最初油(媒剤)ニテ筆ヲ湿ホシ

剤で潤し、指と親指で、押して引

with oil or with the vehicle you are

指ニテ撮ミ 8毛ヲ能ク揃へ用ユルナリ

き、美しく細い筆先にする。

If the badger tool be much employed on

(翻訳省略)

もし、アナグマの筆を大きな絵の具

a large surface of colour (as skies), the

狸毛ヲ以テ天空ノ広キ処ヲ渲ルニ

using, and then brought to a clean fine
edge by being compressed and drawn
between the finger and thumb.
102)

の色面(空のような)で、使いすぎる

points of their frequently become so

毛先へ画ノ具 屢々 粘着スル事アリ

と、筆先は絵の具でいっぱいにな

loaded with colour, that it is necessary

(進める上でしばしばそれをきれいに

り、進める上でしばしばそれをきれ

to clean it often as you proceed.

することが必要になる。)

いにすることが必要になる。

し ばし ば

(筆)「しかし、細心の注意を払って扱う必要がある。なぜなら、不慣れな手で無神経にあつ
かうと、毛の形が崩れ、いわゆる「もじゃもじゃ」になってしまう。
」であるが、”form”は筆の
形ではなく、絵の中の形と考えられる。
8 不明。
7
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103)

This is best done by pinching up the

斯ル時ハ筆毛ヲ指ニテ 聢 ト挾ミ 清

筆を、かなりきつく挟み、きれいな

brush rather tightly at the ends, and

キ小切ニテ拭フヘシ

ぼろ布でふき取るとよい。

The brush is thus kept free from colour

此ノ如クセハ 画ヲナス間ダ 画ノ具

筆は、このようにして、描画の間絵

during the progress of your work, and

筆ニ粘着シ毛ヲ穢シ損スルノ憂ナシ

の具がつかないようにする。さもな

しか

wiping it on a clean rag.
104)

105)

might otherwise be sullied and

くば、色調の純粋さが汚れてだめ

deteriorated in the purity of its tones.

になってしまう。

The badger brush is also useful to the

(翻訳省略)

アナグマの筆も、風景画家に役に

landscape painter, for carrying minute

狸毛筆ハ山水ニ用ヒ 彩色ノ未タ乾

立つ。それは、明るくしたり、深めた

points of colour into those wet parts of

カザル時(明るくしたり、深めたり、)滃

り、変化を与えたりすることが必要

the work which require to be lightened,

シテ色ノ光彩ヲ与へ 其変動ヲ生ス

な絵の具の乾いていない部分に、

enriched, or varied;

ルニ用ユ

ほんの僅かな絵の具を運ぶのによ
い。

106)

as will be hereafter explained.

(翻訳省略)

それは、これから説明する様にで
ある。

p.15
107)

Cleaning Brushes.

(翻訳省略)

筆の洗浄

108)

―It is of the utmost importance that

(翻訳省略)

あらゆる筆にとって、最も重要なこ

all brushes, after being used, should e

仕用ノ後チ筆ヲ洗フハ緊要ナル事ニ

とは、使用後に注意深く洗浄するこ

carefully cleaned.

テ

とである。

109)

110)

This is best effected by immersing the

筆の毛を、少量の生の亜麻仁油に

hair of the brushes in a little raw

先ツ少許ノ亜麻仁油ヲ以テ穢レタル

linseed oil;

筆ヲ浸シ (最も効果的である。)

The oil should afterwards be washed

後石鹼ト湯ニテ 掌ニ筆ノ毛ヲ刺リツ

この油は、その後石鹸と温水を用

out with soap and warm water, till the

ケ 十分(泡)画具ノ去ル迄洗ヒ出スヘ

いて筆と手のひらで出来る泡が完

froth, which is made by rubbing the

シ

全に無色になるまで、洗い流す。

The brushes should next be rinsed in

又別ニ清水ニテ洗ヒ 清キ手拭ニテ

次に筆を清水ですすぎ、清潔なタ

clean water, and the water pressed out

水ヲ絞り取り

オルで水を絞る。

The hair should then be laid straight

指ニテ毛条ヲ能ク揃へ 夫々適宜ノ

毛は乾く前に、指と親指で、まっす

and smooth, and each brush restored to

形ニナシ 乾カスヘシ

ぐ滑らかに、またそれぞれの筆は

浸すのが、最も効果的である。

brushes on the palm of the hand, is
perfectly colourless.
111)

by the application of a clean towel.
112)

its proper shape, by passing it between

正しい形に直されなければならな

the finger and thumb, before it is left to

い。

dry.
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113)

114)

Care should be taken not to break the

(翻訳省略)

あまり乱暴にこすることで、毛を壊

hair by too violent rubbing, as that

余リ強ク 劘 レバ 毛ヲ害フ故 能ク心

さないように気をつけなければなら

would render the brushes useless.

ヲ用ユヘシ(そうすると、筆が使い物

ない。そうすると、筆が使い物にな

にならなくなるであろう。)

らなくなるであろう。

Many painters use turpentine instead

筆ヲ洗フニ亜麻仁油ヲ用ヒズシテ「ト

多くの画家は、筆を洗うのに、亜麻

of linseed oil, in the cleaning of

ルペンチン」油ヲ用ユルモノアリ

仁油の代わりにターペンタインを用

brushes: and it certainly effects the

之ヲ用ユレバ其功ハ速カナレトモ

いる。それは確かに目的をよりすみ

けず

object more quickly;
115)

116)

117)

118)

やかに達成する。

but the only use of turpentine that

(翻訳変更)(翻訳省略)

しかし、ターペンタインを使うことが

should be permitted, is to rinse the

数時間此油ニ筆ヲ浸シ置ク時ハ

許されるのは、筆を速やかに洗浄

brushes in it slightly, when it is

する必要がある時に、少しすすぐ

required to clean them quickly;

だけである。

but on account should they be

(しかしながら、たまにターペンタイン

しかしながら、たまにターペンタイ

permitted to remain, as is sometimes

に浸けたままにすることが許されてい

ンに浸けたままにすることが許され

the case, soaking in the turpentine.

る

ている

This practice is certain to injure, and

これは、筆を確実に痛め、多くの場

in most cases completely to spoil the

これは、筆を確実に痛め、多くの場

brushes;

合台無しにする。)

rendering the hair harsh and

筆ヲ穢シ毛ヲ粗クシ柄ト毛ヲ固着ス

intractable, and frequently dissolving

ト メ グ ス リ

しばしば

ル 油 石炭 ヲ溶解スル事 屡 ナリ

the cement by which the hair is held in

合台無しにする。

それは、毛を荒らしてだめにし、毛
を留めている柄の接着剤を溶かす
ことが多くある。

the socket of the handle.
119)

Canvas.

(翻訳省略)

キャンバス

120)

-This is the general material used for

(これは、画家がよく用いる画材であ

これは、画家がよく用いる画材であ

painting.

る。)

る。

It is kept prepared in rolls of various

画布ハ広狭種々アリテ巻物ニセシア

それは、様々な幅のロールがあり、

widths, and is sold also strained on

リ

様々な大きさの木枠に張られて売

frames of any required size.

又用ユヘキ広サニナシ木匡ニ張リ附

られている。

121)

ケタルモアリ
122)

123)

The ground or preparation of the

画布ニ地ヲナスハ 薄キヲ要ス

キャンバスの地は、薄いが、布地の

canvas should be thin, yet completely

最モ〔尤モ〕織目ヲ十分覆ヒ

糸を完全に覆っていなければなら

covering the threads of the fabric;

ない。

and it should be free from projecting

そして、節やこぶがあってはならな

lines and knots.

糸ノ節(こぶ)ナキヲ要スヘシ

い。

p.16
124)

Oil Sketching Paper is an extremely

「ヲイル・スケッチンク・ペエパー」ト

オイルスケッチペーパーは、経験

serviceable material for the young

称へ油画ニテ写景ヲナスニ用ユル紙

の浅い画家にとってたいへん使い

artist.

アリ

出がある。

初学ニ至極必用ナルモノナリ
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125)

It is made of drawing paper, covered

通常ノ図引帋ニ油絵具ヲ二三度淡ク

それは、素描用の紙から出来てい

with two or three thin coats of oil

引キクルモノニテ 恰モ画布ト異ナル

て、地塗りされたキャンバスの様

colour, so as to furnish a ground similar

事ナシ

に、2~3 層の油絵の具が塗られて

to that of prepared canvas.

いる。

It is cheap and portable, and serves

(翻訳省略)

それは、安価で 画き始めの習作

very well for early attempts and for

且下置〔下直〕ニテ(画き始めの習作

やスケッチ用にとても適している。

preparatory sketches;

やスケッチ用)至テ軽便ナリ

for trying the effects of any work

又下画ヲナシ或ハ彩色ノ際ニ種々色

描き始める前や、途中の効果を確

previous to its commencement, as well

ノ試ミヲナスニ用ユ

かめるのに用いる。

This sketching paper is usually made of

(翻訳省略)

このスケッチペーパーは、普通特

the imperial size;✳and, when used, a

此画帋ハ通常長三尺幅二尺位ニテ

大サイズ(30 インチ×21 インチ)であ

piece should be cut of the required

頻ル広ク製造セルカ故 之レヲ用ユ

る。

dimensions, and fastened at the four

ル時ハ良キ程ニ切断シ 適宜ノ(モミ)

使用するときは、必要な大きさに切

corners, by drawing pins, to a deal

画板へ拡ゲ留鋲ニテ四隅ヲ留メ用ユ

り、モミの画板に素描用のピンで四

drawing boared.

ヘシ

隅を留める。

The paper has this advantage, that if

(翻訳省略)

スケッチを保存しなければならない

your sketch is required to be preserved,

此帋ニ画キシ図ヲ永ク保存スルニハ

ときは、キャンバスにのりや膠で簡

you can readily paste or glue it upon

綿布ニテ裏貼ヲナシ 之レヲ(モミ材

単に貼り付けることができ、モミ材

canvas, and then mount it on a deal

の)木匡へ張レハ 恰モ画布へ画キ

の木枠につければ、張ったキャン

stretching frame, when it will present

シ如ク見ユルモノナリ(これは、好都

バスのように見える。これは、好都

the appearance of strained canvas.

合であろう。)

合であろう。

130)

Academy Board.

「アカデミー・ボールト」 ハ前条ノ帋ト

アカデミーボード

131)

-This is a thin millboard, prepared in

等シク所用モ亦同シ 是ハ薄キ板帋

これは、薄いミルボードで、同様の

the same manner, and adapted to the

ナリ

地塗りが施されたものである。そし

126)

127)

as during its progress.
128)

129)

same uses, as the prepared paper.

て、地塗りした紙(スケッチペーパ
ー)と同じように用いられる。

132)

133)

It is the material on which most of the

(翻訳省略)

アカデミーで描かれる習作の大半

studies made at the Academy are

画学校ニテ多ク習業用(大半は、)ニ

は、これで描かれる。

painted.

供フ

Being stiffer than the paper, it does not

前条ノ帋ヨリハ稍ヤ厚キ故 画板ニ張

紙(スケッチペーパー)より固く、画

require to be fastened to a drawing

ルニ及ハス

板に固定する必要がない。

These boards are in size about 24 by 18

此帋面ハ長サニ尺四寸 幅一尺八

この板は約 24 インチ×18 インチの

inches.

寸位ナリ

大きさである。

Millboards are thicker than the

「ミルポールド」ハ右ノ帋板ヨリ厚シ

ミルボードは、アカデミーボードより

Academy boards, and the grounds are

其地ヲ為スニ大ヒニ意ヲ用ヒシモノナ

厚く、地塗りも入念に施されてい

prepared with greater care.

リ

る。

board.
134)

135)
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136)

137)

They are made of a greater variety of

広狭数品アリ

より多くの大きさがあり６インチ×8 イ

sizes, varying from 6 by 8 inches, to 24

長八寸 幅六寸ヨリ 長二尺四寸幅

ンチから、24 インチ×20 インチまで

by 20 inches.

二尺位ニ至ル

ある。

They are much used in sketching in oil

油面ノ具ヲ以テ 写景ヲナスニ用ユ

これは、自然を油絵の具で描くの

colours from nature, to which purpose

ルナリ

に、特に適し、非常によく用いられ

they are peculiarly adapted.

る 9。

p.17
138)

Panels of well-seasoned mahogany are

(翻訳変更)

よく乾燥させたマホガニーの板は、

prepared with exceedingly firm and

能ク乾キタル松板ノ面ニ 堅滑ナル

非常にしっかりとして滑らかな支持

smooth grounds, for works requiring

地ヲナシ備へ置クヘシ

体であり、非常に細密な仕上げが

great detail and finish.

是ハ極精密ナル画ヲナスニ甚タ適用

必要な作品に用いる。

ス
139)

Grounds.

(翻訳省略)

地塗り

140)

-Much diversity of opinion has existed

画布ノ地ヲナスニ 其色ニ係り種々ノ

キャンバスの地塗りの色に関しては

respecting the colour of the surface of

説アリ

無数の意見がある。

It is a subject of considerable

地ハ緊要ナルモノニテ 悪シキ地ニ

光沢のない、不適切な地塗りの上

importance, for it is impossible to paint

ハ美麗ナル彩色ヲナシ 精妙ナル図

では生き生きとして温かみのある豊

a richly-coloured picture with life and

ヲナシ難シ

かな色彩の絵画を描くことは不可

the prepared canvas.
141)

142)

warmth, upon a dull unsuitable

能であることは、大変重要なことで

ground.

ある。

A landscape, if carefully handled, can

(翻訳省略)

風景画を、注意深く描くならば、他

be brought on and finished in a more

山水ノ光景ヲ画クニハ (注意深く描

のあらゆる地よりも、白い地で描き

brilliant manner on a white ground

くならば)白キ地ニ優ルモノナシ

仕上げることができる。

It has , however, been objected to a pure

但シ斯ル地ニ画ク時ハ 画面素白ヲ

しかし、純白の地は好ましくない。

white ground, that it is liable to impart

生シ 美艶ヲ失フヘシ

それは、冷たい白っぽい効果をも

than on any other.
143)

a cold chalky effect;
144)

たらす傾向がある。

but it must be remembered that what is

然レトモ 数日ヲ経レハ 油ニ黄色ヲ

最初に塗った白の油絵の具は、短

at first white in oil, becomes in a short

生シ 素白ナル色ヲ減滅スヘシ

時間で黄ばみ、色合いの冷たさは

time of a yellowish hue, and its

弱められることを覚えておかねばな

coldness of

らない 10。

tone is there by lowered.

(佐)「このボードは天然から採取した色材でスケッチする場合によく用いられるが、妙にそ
の目的に適合している。
」であるが、” from nature”は「天然」ではなく、
「自然」と考えられ
る。
9

10

(佐)「しかしオイルを施すことにより、初めのうち白であったものがやがて黄色がかった色

合いになり、そしてそれによって冷たいトーンが抑えられるということを覚えておく必要があ
る。
」であるが、“at first white in oil,”は「オイルを施す」ではなく「白の油絵具」であると考
えられる。
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145)

The white, or pale cream-coloured, and

(翻訳省略)

白はすなわち、淡い乳白色か、明

pale, warm, drab-coloured grounds,

総テ地ハ(淡い)黄色ヲ含ムモノカ 或

るく温かみのある、淡褐色のもの

seem to surpass all others.

ハ(明るく温かみのある、)鳶色ヲ帯フ

が、なによりも優れている。

ルモノヲ良トス
146)

The reason is obvious;

畢竟

147)

they throw a light, and consequently a

斯ル地ハ日光ヲ 返射スルカ

transparency, through the work;

故ニ 着色ノ後チ 自カラ透明ナリ

その理由は明らかである。
それは、作品を透過して、光を取り
入れ、その結果として透明をもたら
す。

148)

and, as all colours in oil painting have a

凡テ油画ニテハ 色料布面ニ沈ミ

(佐)油絵で使用されるすべての

tendency to sink into the ground on

画面光沢ヲ失フ 弊 アリ

絵具は、地塗りに沈み込むと暗

which they are laid, and to become

此弊ヲ防クニハ地ヲ頗ル光沢ナラシ

色化する傾向にあることから、

darker, this tendency can be

ムルヨリ外ナシ

地塗りを相当明るく輝きのある

へい

counteracted only by having grounds of

ものにすることによってのみ、

considerable lightness and brilliancy.

この傾向を阻止することができ
るのである 11。

149)

150)

151)

152)

Cold gray grounds have been used in

灰色ノ地ヲハ 山水ノ図ニ用ヒシ事ア

冷たい灰色の地が風景画に使わ

landscape painting;

リ

れてきた。

but they impart a heaviness of

斯ル地ハ彩色鬱滞スルカ故ニ用ユ

しかし、色を重苦しくするので、絶

colouring much to be avoided.

ヘカラス

対避けなければならない。

Some artists have painted on grounds

(翻訳省略)

鈍い赤や皮色の地塗りの上に描く

of a dull red, or leather-coloured tint,

或ハ暗紅ナル地ニ画キシモノアリ(こ

画家もいるが、このような色合いな

and much richness may be gained by

のような色合いならずっと豊かさが得

らずっと豊かさが得られるであろう。

such tints;

られるであろう。

but after a time the colours of any

此時ハ頗ル美麗ヲナセトモ 暫時ニ

しかし、時がたてば薄く描いたあら

portion that may have been thinly

シテ薄ク彩色セル処ノ色料 布面ニ

ゆる部分が、色の強い地塗りで鈍く

painted sink into this strong ground,

沈ミ至テ不快ノ色ヲ生セリ

なり、重苦しく不愉快な効果となる

and the effect produced is heavy and

であろう。

disagreeable.
p.18
153)

Upon the whole, a white ground is to be

(翻訳省略)

学習者が彼の色に生じる効果につ

preferred, as soon as the learner has

いての知識を得るとすぐに、白色

acquired some knowledge of the

地が他のすべてよりも選ばれる。

subsequent effect of his colours;

11

(筆)「全ての油絵の具は、施された地塗りの上で鈍く、暗くなる傾向がある。これは、地塗

りをかなり明るく輝かしくすることによってのみ、防ぐことができる。」であるが、”sink
は「染み込む」と考えられる。
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into”

154)

but as the inexperienced find much

(翻訳省略)

しかし、不慣れな者は、招きかねな

difficulty in preventing the coldness

い表現の冷たさや貧しさ防ぐのが

and poverty of expression which they

大変困難であることがわかる。

are not unlikely to beget, it will be

初心者には一般的にキャンバスに

advisable for the beginner to take the

塗る、普通の明るい淡褐色の石の

usual light stone drab that is generally

色を用いるとよい。

given to canvas;
155)

for it furnishes him with a middle tint

(翻訳省略)

or tone to start from, which, when

るのに、中間の色合い調子を備え

visible in shadows and middle tints,

させることになり、未熟であったり、

has not the raw chalkiness shewn

不完全であったりする白色地と同

(shown)under similar circumstances on

じような状況に見られる影や中間

an unskillfully or imperfectly covered

色が生の白さにならないからであ

white ground.

る。

156)

COLOURS

157)

Flake White.

フレーキホワイト

158)

Flake White is a preparation of white

ホワイトリート

lead.
159)

なぜなら、その色は彼に描き始め

色料

絵の具

雪白

フレーキホワイト

E

鉛 粉 ヨリ製セルモノニテ

フレーキホワイトは鉛白から作られ

現今色料商ノ販ク処ハ重ニ 日耳

る。

A E

E A

カルボコートオフリート

The white lead at present sold by all

曼 12製ノ精良ナル 炭 酸 鉛 ニテ

今日主要な画材店で販売されてい

the principal colour houses, is a

之レヲ「クリムスホワイト」ト云フ

る鉛白は「クレムニッツホワイト」

superior carbonate of lead made in

白色ハ鉛ノ純良ナルト 製造ノ精粗

の名前で知られているドイツ製の

Germany, and known by the name of

ニヨリ 其性ヲ異ニス

優れた鉛の炭酸塩である。

It varies in quality according to the

(翻訳省略)

その品質は、鉛の純度や工場の扱

purity of the lead, and the care and

白色ハ(鉛の純度や工場の扱いやそ

いやその結果によって、さまざまで

success of the manufacture.

の結果によって、)種類頗ル多シ

ある。

The best kind possesses great body and

(翻訳変更)

最良のものは、体質がしっかりし

permanency, and is of a dazzling

学者相混スヘカラス

て、耐久性がある。そして、まばゆ

“ Kremnitz White.”
160)

161)

whiteness.
162)

163)

いばかりの白さがある。

There are different kinds of preparation

(翻訳省略)

画家が制作の邪魔にならない、鉛

of white lead, and various other white

(画家が制作の邪魔にならない、鉛白

白や他の白絵の具には様々な種

pigments, with which the painter need

や他の白絵の具には様々な種類が

類がある。

not encumber himself, the

ある。)

上述した「クレムニッツホワイト」は

above-mentioned Kremnitz White

通常如何ナル処ニテモ用ルハ 右ノ

あらゆる目的に十分使える。

being sufficient for every purpose.

「クリムスホワイト」ニ優ルモノナシ

Naples Yellow.

ナプルス エルロー黄

12日耳曼〔ゲルマン〕
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ネープルスイエロー

164)

165)

-This is a compound of the oxides of

(翻訳省略)

これは、酸化鉛とアンチモンの化

lead and antimony.

ナプルスハ所ノ名ハ 酸 化 鉛 ト安

合物である。

It posses a dense opaque body, ranging

質母尼ト相混和セル物ニテ 其質緻

それは強い不透明で、その点で鉛

in this respect next to white lead.

密ニシテ透明ナラス(その点で鉛白に

白に匹敵する。

ヲキシードヲフリート

匹敵する。)
166)

Of late years two kinds of this pigment

近来此色二種アリ

近年二種類の顔料が製造されて

have been made;
167)

いる。

that called French Naples Yellow ,is of

(追加説明)

フレンチネープルスイエローと呼ば

an orange-yellow tone affording light,

其新ナルモノヲ 「フレンチナプルエ

れるものは、橙黄で白を混ぜると、

clear, sunny tints, when combined with

ルロー」ト云フ 其色橙黄ナリ

明るくはっきりした色合いである。

white;

白ヲ和スレハ 光明ナル太陽ノ色ヲ
現ハス

168)

But it is not so well adapted for use in

去レトモ 古製ノ如ク暗体ナル緑色ヲ

しかし、緑がかった黄色の古い製

opaque green tones, as the old

ナスニハ適セス

品のように、不透明な緑色にはあ

manufacture, which is of a greenish

まり適さない。

yellow.
169)

170)

Some of the preparations of this

古製ノ分ハ之レヲ製スルニ 鋼刀ヲ

この顔料による製品のなかには、

pigment are injured by the abrasion of

用ユレハ 其摩擦ニヨリテ色ヲ損害ス

鉄のナイフの摩擦で痛むものがあ

a steel knife;

ルモノナリ

る。

but this is not the case with the French

最 モ新製ノ分ニ於テハ 斯ル障碍ナ

しかし、フレンチネープルスイエロ

Naples Yellow.

シ

ーではこのようなことはおこらない。

ママ

EA

p.19
171)

Yellow Ochre.

172)

-This is a yellow earth of very extensive

「エルロー・オヽカー」

イエローオーカー

ヲヽカー

是ハ 黄土 ニテ其用甚タ広シ

use;
173)

174)

permanent , and drying tolerably well.

囲が広い。
変色スル事ナク 能ク乾燥スル色料

色が変わらず乾燥性もまずまずで

ナリ

ある。

It affords, when combined with Antwerp

「アンテルプブリユー」カ又ハ 靛 花

もし、アントワープブルーやインジ

Blue or Indigo, a fine range of quiet

ヲ混スル時ハ 清□ナル緑色ヲ生ス

ゴと混ぜれば穏やかな緑の美しい

イ ンジゴ

greens.
175)
176)

これは、黄土であり、大変使用範

Transparent Gold Ochre.

色を作ることができる。
「トランスペーレント・ゴルド・ヲヽカー」

トランスパレントゴールドオーカー

-Theochre known by this name is a

ハ前条ノモノノ変色ニシテ 頗ル光沢

この名前で知られている黄土色

variety of the above, but brighter and

透明ナリ

は、上述の変種であるが、より鮮や

much more transparent.

かで透明である。

486

It approaches somewhat to the

(翻訳省略) (翻訳間違い)

その色は澄んだ鮮やかなローシエ

character of clear bright raw sienna,

其質(澄んだ鮮やかな)「ローシンナ」

ンナにいくらか似ている。

though more pure and brilliant, serving

ト稍ヤ等シ 然レトモ 其純粋ト光彩

しかし、より純粋で鮮やかで、強い

for strong vivid semi-transparent

稍ヤ勝リ 強烈ナル半透明ノ緑色ヲ

半透明な緑色であり、鮮やかで明

greens, and affording bright sunny

ナスニ用ヒ 或ハ輝照セル白色ヲナ

るい純粋で澄んだ緑である。

tints and pure clear greens.

ス

178)

Roman Ochre.

ローマン・ヲーカーは前上(条)之色と

ローマンオーカー

179)

―This resembles in a great degree the

殆と相等し然れとも他色を和して清

これは、今記した顔料と大変よく似

last –mentioned pigment, but it is not

瞭ならす 且つ暗体なり 13

ているが、色合いが澄んでいない

177)

so clear in its tints, and is more opaque.

で、より不透明である。

180)

Raw Sienna.

「ローシンナ」

ローシエンナ

181)

―This is a permanent, and in many

是ハ変色スル事ナク諸般ノ用ニ当テ

これは変色せず、多くの場面で役

respects a valuable pigment, and of

甚タ貴重ナル色料ナリ

立つ顔料である。

great service in landscape.

山水画ニハ所用甚タ多シ

風景画には大変役立つ。

It is of a rather impure yellow.

最モ黄色少シク不潔ナリ 14

それは、いくらか汚れた黄色であ

182)

る。
183)

Brown Ochre.

(翻訳省略)

ブラウンオーカー

184)

-This is a dark ochre of great value in

「プヲヲン・ヲ、カー」ハ山水画ニ必用

これは、風景画には大変役に立

landscape painting, producing a variety

ニシテ(変化に富んだ有益で)変色ス

ち、変化に富んだ有益で不変の色

of useful and permanent tints.

ル事ナク 其色鳶色ヲ含メル暗黄ナ

合いをもたらす。

It is of a dark brownish yellow,

リ (混ぜないときは豊かな落ち着い

暗い茶色がかった黄色で、混ぜな

affording, when unmixed, a rich mellow

た色合いを持つ。)

いときは豊かな落ち着いた色合い

185)

tint;
186)

を持つ。

And, when mixed with other colours, a

他ノ色ト混スレハ 美ニシテ嬌艶ナラ

また、他の色とまぜると、ある種の

series of rich yet sober tones of

ザル処ニ適用スル事多シ

豊かであるが落ち着いた色で、

extensive use.

様々なところに用いられる。

It is , for instance, of great service in

譬へハ 画中ノ前景ノ平砂抔ヲ彩色

例えば、近景の砂地にたいへん適

sandy foregrounds.

スルニ良シ

している。

188)

Cadmium Yellow.

「カトミユーム・ヱルロー」 ハ 「カトミ

カドミユムイエロー

189)

-This is a preparation of sulphuret of

ユーム」 ノ硫化物ヨリ製造セル黄色

これは、カドミウムの硫化物から作

cadmium.

ナリ

られる。

187)

13

坂はこの部分欠落

14

坂はローマンヲ、クルの項にローシンナの説明を入れ、ローシンナの項を立てていない。
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p.20
190)

It is a splendid glowing yellow, the

其質輝照スルカ故ニ 夕陽ノ佳景ニ

それは、すばらしい輝きのある黄色

brilliant qualities of which make it

用ユ

で、その輝かしい価値により、美し

valuable for such subjects as gorgeous

い日没のような主題に役にたつ。

sunsets.
191)

It works and dries well ;

且ツ変色スル事ナク 乾操モ又甚タ

192)

is permanent, and passes readily into

速カナリ

退色せず、鉛白と混ぜるとすぐに

鉛粉ト混スル時ハ爽快ナル色ヲ現ス

agreeable tints, when combined with

乾燥性もよい。

のぞみの色になる。

white lead.
193)

Chrome Yellow.

「クロ－ムヱルロー」 ハ色ノ光明ナ

クロームイエロー

194)

-The brilliancy of this pigment renders

ルヨリ 初学ノモノ之レヲ用ユルニ当リ

その顔料の輝かしさから、経験の

its use tempting to inexperienced

迷惑スル事アリ

ない画家が使いたがる。

but, without great knowledge and

予メ其質ヲ経験シテ用ヒサレハ不潔

しかし、十分な知識と注意なしで

caution, a coarse and disagreeable

ナル色ヲ現ス

は、雑で好ましくない効果になる。

There are several tints of this

其色数種アリ

その顔料にはいくつかの種類があ

pigment-pale, deep, orange, and

白黄 深黄 橙黄 紅黄 等ナリ

る。ペール、ディープ、オレンジ、ス

painters ;
195)

effect is produced by its use.
196)

scarlet.
197)
198)

カーレット。
レモン

Lemon Yellow.

柑

EA

エルロー
A

黄 ハ光明実艶ナル色料ニテ

E

E

A

多クハ日光ノ照輝セル所ニ点布ス

-This is a beautiful light vivid yellow,
chiefly adapted to points of high lights.

レモンイエロー
これは、美しく明るい鮮やかな黄色
であり、主にハイライトを打つのに
適す。

199)

It is a permanent colour.

其色変替スル事ナシ

200)

Indian Yellow.

インジャンエルロー

201)

-This is a rich pure yellow, forming full

濃キ緑色ヲナスニ良シ

印度 章

AE

EA

E

E

A

ハ清艶ナル黄色ニシテ

ｒich greens.
202)
203)

Yellow Lake.
-This is a bright, transparent,

205)

a difficult drier, and liable to be

インディアンイエロー
これは、豊かなきれいな黄色で、豊
かな緑を作ることができる。

「ヱルローレーキ」ハ光輝透明ナル黄
色ニテ植物ヨリ製セルモノナリ

vegetable, yellow;
204)

退色しない。

イエローレーキ
これは、輝かしい透明な植物性の
黄色である。

乾キ悪シク 又日光ノ為ニ容易ニ変

乾燥性が悪く、光で退色する傾向

destroyed by light.

色ス

がある。

It affords beautiful foliage tints, and

(翻訳省略)

(佐)この色材は美しい群葉の色調

would, if it could be depended upon,

樹葉ヲ画キ(信頼できる品質のもので

be extremely valuable in what is called

グレー

あれば) 潤

" glazing."

ジング

色 ヲナスニ適用ス

をもたらし、信頼できる品質のもの
であればいわゆる「グレージング」
に極めて価値がある。 15

(筆)「それは、もし、グレージングと呼ばれる大変価値のあることがなし得るならば、美し
い葉の色合いを表現する。
」であるが”depended upon”は「信頼できる」と考えられる。
15
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206)

Italian Pink..

「イタリアンピンク」 ハ「ヱルローレー

207)

-This is a stronger and richer kind of

キ」ト其質相等シケレトモ 其色ハ一

Yellow Lake, possessing properties

層濃クシテ美麗ナリ

209)

これは、イエローレーキのより濃く
て深みのある種類で、上述のもの

similar to those last named.
208)

イタリアンピンク

と同様の特性がある。

Vermillion.

(翻訳省略)

-This is a durable and unexceptionable

ベルミリヲン

pigment;

どころない)其色強烈ニシテ暗体ナリ

朱

E

A

ヴァーミリオン

ハ変色スル事ナク(非の打ち

これは、丈夫で非の打ちどころない
顔料である。

210)

very powerful , and of great opacity.

211)

There are several shades of it

其類種々アリ

いくつかの微妙に異なるものが製

manufactured, ranging from a climson

深紅ヨリ赤ニ至リ又黄紅ニ至ル

造されていて、クリムソンから、スカ

とても色味が強く不透明である。

tone, through scarlet to orange.

ーレット、オレンジにいたる色があ
る。

212)

The scarlet tint is most useful for

黄紅ハ多ク山水ヲ画クニ用ユ

landscape painting.
213)

役に立つ。

Very tender aërial grays are formed, by

コバルト

白群 カ或ハ
AE

EA

フレンチヲル
A

E

群

E

A

トラマリイン
A

E

靛 ト白色ノ
E

A

わずかなヴァーミリオンにコバルト

adding a minute portion of Vermillion

混合へ此色料ノ少許ヲ加フレハ 空

かフレンチウルトラマリンに白を加

to a mixture of Cobalt or French

気ノ甚タ稀薄ナル天空ノ色ヲ作ス

えると、とても柔らかな大気の灰色

Ultramarine
214)

スカーレットの色が風景画には最も

and

White.

ができる。

It is a somewhat slow dｒieｒ.

此ノ色科ハ乾ク事少シク遅シ

これは、乾燥がいくらか遅い。

p.21
215)

Indian Red

216)

-This is a pigment of high importance.

217)

- It is permanent, and a good drier.

218)

It ought to be of a purple-lake tone.

色紫紅色ニ属ス

219)

Light Red.

ライ ト

220)

-This is obtained by calcining the finest

インジアンレツト
A

E

礬 紅 ハ必用ノ色料ナリ
E

AE

EA

インディアンレッド
これはとても重要な顔料である。

変色スル事ナク 又乾燥シ易シ 其

レツト

これは、退色せず乾燥性も良い。
これは、紫赤の色である。

代 赫 「ヲクスホルド」「ヲ、クル」ノ細

ライトレッド

末ヲ焼 其灰ヨリ得ルモノナリ

これは、オックスフォードオーカー

AE

EA

AE

EA

specimens of Oxford Ochre.

の最も細かい試料を焼成して得ら
れる。

221)

It bears somewhat of an orange hue,

稍々橙黄色ヲ含ミ乾キ甚タ良シ

and is an excellent drier.
222)

It affords a fine series of usefu1 tints.

いくらかオレンジ色を呈し乾燥性は
良い。

(翻訳省略)

これは、役に立つ色合いの美しい
種類をもたらす。

223)

Venetian Red.

「ベネシヤンレツト」ハ代赫ト其質等シ

ヴェネチアンレッド

224)

-Tｈis has a more scarlet tint than the

ケレトモ赤色甚タ多シ

これは、ライトレッドよりも赤い色合

Light Red;

いである。
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225)

while in other respects is very similar

同時にその顔料にとてもにている。

to that pigment.
226)

Madder Lake.

「マダルレーキ」ハ色種々ニ替リ

マダーレーキ

227)

-The Madder Lakes are prepared,

(翻訳省略)

マダーレーキはピンクから深い薔

ranging from pink to the deepest rose

淡紅ヨリ濃キ薔薇色ニ至リ 各其名目

薇色まである。

colour, under the respective

ヲ異ニス

それは、それぞれ、マダーカーマイ

names of-Madder Carmine,

「ピンクマツター」(マダーレーキ)「ロ

ン、マダーレーキ、ローズマダー、

Madder Lake, Rose Madder,

ースマツター」「マツターカールマイ

ピンクマダーと呼ばれる。

and Pink Madder;

ン」等ナリ

the Madder Carmine being the most

最後ノ色ハ頗ル強烈ナリ

228)

intense in colour.
229)

マダーカーマインは最も色が強
い。

They are the only permanent

(翻訳省略)

これらは、退色しない透明な唯一

Transparent reds known.

是等ハ総テ(退色しない)透明ナル紅

の赤として知られている。

色料ニテ他ニ類ナシ
230)

231)

232)

233)

234)

Tｈe Rose Madder is the tint chiefly

最モ必用ナルハ「ロースマツター」ニ

ローズマダーは、最もよく用いられ

used;

テ 透明華美ナル質ヲ保ツ

る。

It possesses great richness and

それは素晴らしい深みと透明感を

transparency.

持っている。

These Madder Lakes form permanent

又鉛粉ト共ニ用ユルトキハ変色スル

これらのマダーレーキは、鉛白と共

tints, when used with white lead;

事ナク 且色ノ透明ナルヨリシテ

に用いると退色しない色になる。

and their transparency renders them

グレー

ジング

AE

AE

潤 色 ヲナシ 或ハ落成ヲナスノ色
EA

EA

料トシテ一層ノ美麗ヲ増スヘシ

perfect, either as glazing or finishing

おいても仕上げにおいても完璧で

colours.

ある。

Cappaｈ Brown and Burnt Umber

「カバブラヲン」及ヒ「ホルントアンバ

カッパーブラウンとバーントアンバ

sadden Madder Lakes to the ricｈ

ー」ハ 「マダルレーキ」ヲ暗黒ナラシ

ーは、マダーレーキを暗くし、影一

tones adapted for general use in

メシモノニテ 総テ陰影ヲ画クニ用ユ

般に用いられる深みのある色にす

shadows.
235)

236)

これらの透明性により、グレーズに

る。

All these pigments are beautiful and

総テ如此種類ノ色料ハ 其色純美ナ

全てこれらの顔料は美しく純粋な

pure in colour；

リ

色である。

qualities in which they excel the lakes

(翻訳省略)

and carmines of cochineal.

これらは、レーキやコチニールから
コ

ミ ニール

其資ハ(レーキ)呀欄 蟲 ヨリ製セル紅

のカーマインより優れている。

ヨリ遙カニ優レリ
237)

It may be also added, that perfectly

(翻訳省略)

ついでに付け加えると、完全に退

permanent transparent reds and rose

色しない透明な赤色と薔薇色はこ

colours are to be obtained by them

れらしかない。

only.
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238)

Some, when mixed with white, lose the
tint which rendered them so valuable.

239)

(翻訳省略)

これらの中には、とても価値のある

此ノ中或ハ白色ヲ混シ(とても価値の

色合いを、白と混ぜると損なうもの

ある色合いを、)色ヲ損フモノアリ

がある。

Unfortunately they are bad driers, and

(翻訳省略)

不幸なことにそれらは乾燥性が悪

require to be forced, by the addition of a

又不幸ナルハ総テ乾キ悪シ

く、少量のゴールドサイズやワニス

little gold size or varnish.

故ニ少許ノ(ゴールドサイズ)仮漆ヲ加

を加えて乾燥性を高める必要があ

へテ乾カシム

る。

The lakes made from the cochineal

呀欄蟲ヨリ製セル紅ハ 色々障碍ア

コチニールカイガラムシから作られ

insect, although liable to serious

レトモ 画工ハ縦 16ニ之レヲ採用ス

たレーキは、重大な問題になること

p.22
240)

241)

objections, are nevertheless freely used

もあるが、画家に思う存分使われて

by painters.

いる。

They aｒe known by the respective names

此ノ紅色料ハ又数種ニ別レ各

これらは、それぞれ、クリムソンスカ

of-Crimson,Scarlet, and Purple Lake.

各名称アリ

ーレット、パープルレーキという名

「クリムソソレーキ」「ス
ポ ル プ ル レーキ

カルレツトレーキ」紫色 紅 等ナリ

前で知られている。

242)

Crimson Lake.

(追加説明)

クリムソンレーキ

243)

-This is occasionally used in mixing

「クリムソソレーキ」 ハ其色ヲ華美ナ

これは、色に深みを与えるために

tints,to impart richness;

ラシムル為ニ二三ノ色料ト混合シテ

用いられる。

用ユル事アリ
244)

245)

but it has no durability, and is a bad

去レトモ変色シ易ク乾キ悪キ故 油

しかし、変色しやすく乾燥性が悪

drier;

絵ニテハ多分用ヒザルヲ良トス

い。

hence it is a pigment that should be

故に油絵では出来るだけ避けるべ

avoided as much as possible in oil

き顔料である。

painting.
246)

Scarlet Lake.

「スカルレツトレーキ」 ハ景色ニ曾テ

スカーレットレーキ

247)

-This is never required by the landscape

用ヒス

これは、風景画家には必要とされ

painter.
248)

ることはない。

Madder Lake and Vermillion make all
the necessary tints of

this class.

「マダルレーキ」及

ベルミリヲン

朱

ヲ以テ其

用ニ充ツ

マダーレーキとヴァーミリオンが、こ
の分野において全ての必要な色
合いを作る。

249)

Purple Lake.

「ポルブルレーキ」 ハ時トシテ美麗

パープルレーキ

250)

-This is sometimes ued to enrich

ナル蔭影ヲ画クニ用ユ

これは影の色を深めるのに用いら

shadow‐tints ;
251)

252)

it is the least objectionable of the three.

To these may be added :

Lac Lake, or Indian Lake.
16

ほしいままに。

れる。
此ノ色料ハ右ノ三種ノ内ニテ障害最

これは、三つの中で最も問題が少

モ少ナキモノナリ

ない。

(翻訳省略)

これらに、ラックレーキ即ちインディ

此外ニ又数種アリ 「ラックレーキ」即

アンレーキを加えよう。
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253)

254)

255)

-Being rich, transparent, and deep, it is

チ「インシヤンレーキ」ハ美明ニシテ

それは、コチニールレーキよりも、

of great power, and is more durable than

(透明で)濃ク且 呀欄蟲ヨリハ能ク永

豊で、透明で深みがあり、耐久性

the cochineal lakes.

続ス

がある。

It can, however, be dispensed with ;

(翻訳省略)

しかしながら、それなしで済ませる

去レトモ「マダルレーキ」及ヒ「マツテ

ことができる。

ルプロン」ヲ用ユル故共用少ナシ

なぜなら、マダーレーキとマダーブ

since combinations of Madder Lake and
Madder Brown Serve for every purpose

ラウンの混色が他のあらゆる目的

to which the others can be applied.

に用いられるからである。

256)

Ultramariｎe. (Lapis Laｚuli.)

群 靛(ラヒスラズリ) ハ美麗ナル藍

ウルトラマリン(ラピスラズリ)

257)

―This exquisitely beautiful

色ニテ其色種々アリ

この素晴らしく美しい青は、最も深

blue varies from the utmost depth of

次第ニ変遷シテ 蔭ノ濃キモノヨリ日

い影の色から、明るさと色が最高の

shadow to the highest brilliancy of light

向ノ光輝セル色ニ至ル

輝かさのものまで、様々である。

It is transparent in all its shades, and

蔭ヲ画ケバ透明ニシテ他色ト混シ清

影の部分では透明となり、混色す

pure in its tints, drying and working

浄ナリ

れば澄んだ色となる。乾燥性が良

well.

乾キ能クツテ仕用ニ便ナリ

く、扱いやすい。

It has so much of the quality of light and

山水ニテ光所ヲ写シ 又ハ空気ノ色

単独でこの色を風景画家の目的に

of the tint of air in it, as to be singularly

ヲ現スニハ 此ノ色料ノミヲ用ヒテ 其

合致させるほど、光と大気の色合

adapted to the purposes of the landscape

趣キヲ充備スルニ足ル

いを表現するのに、とても良い。

(翻訳省略)

それは、紫や、黒、緑、灰色やその

blacks, greens, grays,and other tints,

紫色墨色緑色灰色及ヒ其他ノ色ト能

他の色に見事に混ざり、色をきれ

and has justly obtained the reputation of

ク相結合ス

いにして、混色であれグレーズで

cleaning or carrying light and air into an

油画法ニヨリテ(混色であれグレーズ

あれ、光と大気を持ち込むといわ

colours, both in mixture and in glazing.

であれ)諸般ノ色へ光沢ヲ与ヘ 或ハ

れる。

and colour.
258)

259)

painter.
260)

It enters admirably into purples,

空気ノ色ヲ施コスニ撰用ス
p.23
261)

262)

Genuine Ultramarine is the most perfect

ゼニユインヲルトラマリイン

純精 群 靛 ハ色料中最上等ノモノ

純粋なウルトラマリンは、最も完全

of our pigments ;

ナリ

な顔料である。

it is in fact tｈe only pure primary colour

(翻訳省略)

実際に、それは、我々が持ちうる唯

EA

E

E

A

we have.
263)

264)

一の純粋な基本色である。

It has depth also, and remains pure

其色深濃ニシテ 白ト和スレハ清浄

又深みがあり、白と混ぜても澄んだ

when mixed with white.

ナル色ヲ現ス

ままである。

The high price of Ultramarine is, to a

総テ群靛ハ高直ナル故 縦ニ用ヒ難

高価なウルトラマリンは、とても高額

great extent, a prohibition to its general

シ

なものは、一般的な使用ができな

use ;

い。

492

265)

266)

but the landscape painter

(翻訳変更)

しかし、風景画家は、他の全ての、

seldom requires any other than the

山水 抔 ヲ画クニハ此外類似セルモ

より淡く安価な絵具ほどには、めっ

paler and cheaper tints.

ノヲ用ユ

たに必要としない。

It has not been used to so great an

仏蘭西群靛ヲ得テヨリ以来純精群靛

フレンチウルトラマリンを用いるよう

extent as formerly, owing to the

ノ用広カラス

になって、以前ほどそれは用いら

introduction of French Ultramarine,

仏蘭西群靛ハ廉価ニシテ常用ニ給

れなくなった。

which furnishes a cheap and tolerably

スルニ適当ノ色料トス

フレンチウルトラマリンは、通常の

など

effcctive substitute for most ordinary

使用において、安くかなり効果的

uses.

な代用品である。

267)

Ultramarine Ashes.

(追加説明)

ウルトラマリン灰

268)

-These are the ashes or remains of the

「ヲルトラマリインアセス」ハ群靛ヲ搾

これは、ウルトラマリンを抽出した残

lapis lazuli, from which Ultramarine has

出セシ「ラピスラツリ」ニテ 藍色ｱル

りの灰即ちラピスラズリの残留物で

been extracted.

明礬質ノ鉱物ノ灰ナリ

ある。

Theｙ vary in colour from dull gray to

其色鈍キ灰色ヨリ次第ニ藍色ニ移ル

色は、鈍い灰色から青まである。

Although not equal in beauty, and

(翻訳省略)

これは、ウルトラマリンと同じように

inferior in strength of colour, to

其ノ美ナルト色ノ勢力トハ群靛ニ劣レ

美しくはなく、強さも劣るが、大変

Ultramarine, they are extremely useful

トモ 甚タ必用ノ色料ニテ (黒と白の

役に立つ顔料で、黒と白の混色や

pigments, affording grays much purer

混色や他の青色よりもずっと澄んだ

他の青色よりもずっと澄んだ柔らか

and more tender than such as are

柔らかさのある灰色を呈する。)

さのある灰色を呈する。

269)

blue.
270)

composed of black and white, oｒ of other

271)

blues ;

其ノ灰色ナルハ木葉ノ素白ナル色ヲ

and they are better suited to the pearly

現シ 又天空ノ灰色或ハ山水家屋ノ

そして、それは葉の真珠色、空の

tints of foliage, the gray of skies, aｎd

蔭景ヲ写スニ最モ適用ス

灰色、風景画や建物の影により適

the sｈadoｗｓ of

landscape and

する。

buildings.
272)

273)

Theｙ are of delicate and very tender

(翻訳変更)

それは、繊細でとても柔らかい青

azures, not so positive in tint as

但シ他ノ色ヲ和スルニ群靛ノ如ク色

色で、ウルトラマリンのようなはっき

Ultramarine ;

一定セス

りした色ではない。

of great service however for skies and

淡青ニシテ蒸騰気ノ灰色ヲ要スヘキ

かすんだ灰色の必要な空や遠距

distances, where hazy grays are

天空遠景ヲ写スニ妙ナリ

離の描写に役立つ。

(翻訳省略)

鮮やかな性質のウルトラマリン灰

required.
274)

The brighter sorts of Ultramarine ashes
are, more properly, pale Ultramarines ;

は、よりよい淡いウルトラマリンであ
る。
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275)

the lowest kinds or last washings of the

「ラピスラツリ」ヲ搾出シ其ノ最モ下等

最も安価か、ラピスラズリの最後の

lapis lazuli are called Mineral Gray.

ナルハ「ミネラルグレー」ト」称ス

抽出物は、ミネラルグレーと呼ばれ
る。

276)

277)

French Ultramarine. (French Blue.)

フ レンチヲ ルテ メリ イ ン

仏 蘭 西群靛 ハ貴重ナル色料ニテ

フレンチウルトラマリン(フレンチブ

其ノ色頗ル強ク少シク透明ナリ

ルー)

E AE

E AE

EA

-This valuable colour is extremely

この価値のある絵具は色がとても

powerful in tone, and nearly

強くほとんど透明である。

transparent.
278)

It has a slight tendency to the purple

且ツ僅カニ紫色ヲ含ム

わずかに紫色を帯びることがある。

hue, and to the landscape painter is

山水抔ヲ写スニ純精群青ニ代用シ冗

風景画家にとっては、倹約するた

generally useful ill all cases where

費ヲ省クヘシ

め、純粋なウルトラマリンの代用とし

economy renders substitute fot genuine

て望ましいあらゆる場面で広く役に

Ultramarine desirable.

立つ。

p.24
279)

280)
281)

It rivals genuine Ultramarine in depth,

清浄ニシテ光輝アルハ純精群靛ニ

澄んだ感じや輝かしさでは及ばな

although it does not equal it in purity

及サレドモ 色ノ深濃ナルハ之レト相

いが、深みでは純粋なウルトラマリ

and brilliancy.

競フヘシ

ンに匹敵する。

又此ノ色料ハ能ク乾燥ス

乾燥性は良い。

the inferior kinds however are liable to

(翻訳変更)

品質の劣るものは、少し純粋さが

a slight and not very serious change, by

最モ下等ナルハ些カ色ノ変替ヲ生ス

損なわれることによりわずかに、そ

It dries well ;

losing a little of their purity, and

れほど大きくは変わらないが、灰色

becoming grayer.
282)

を帯びてくることがある。

Cobalt Blue.
-This is a pure light azure, affording

コバルトブリユー
A

E

白群

E

A

ハ天空遠景抔ノ晴朗ナル

景色ヲ現スヘキ淡青ナル色ナリ

clear bright tints in skies and

コバルトブルー
これは、澄んだ空色で、空や遠景
の澄んだ鮮やかな色をもたらす。

distances.
283)

With Light Red it gives beautiful cloud

285)

286)

レツト

代 赫 ヲ加フレハ 美麗ナル雲ヲ画

ライトレッドを混ぜれば美しい雲の

クニ良シ

色になる。

又「マタルプローン」ト共ニ用ユレハ

マダーブラウンと混ぜると様々な美

of fine pearly neutrals.

美明ナル灰色ヲ現ス

しい灰色になる。

Cobalt has not the depth and

「コバルト」 ハ群靛ノ如ク濃クシテ光

コバルトはウルトラマリンの様な深

transparency of Ultramarine ;

沢ナシト雖モ 清浄華美ナルハ 他ノ

みや透明感はない。

but it is superior in clearness and

藍色料ニ勝レリ

しかし、明るさと美しさは他の青色

tints ;
284)

ライ ト

with Madder Brown it affords a range

AE

EA

AE

EA

beauty to other blue pigments.
287)

It dries well, and is transparent;

顔料よりも優れている。
など

又乾燥シ易ク 或ハ天空 抔 ヲ写スニ
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乾燥性は良く、透明である。

288)

but it is sometimes liable, when used

混シタル油ヲ画面ニ膨腫セシメ 且

しかし、時として、空に用いる場合

for skies, to acquire a green tone,

ツ油ノ黄色ト混合シ 少シク緑色ヲ生

油が表面に膨張して、緑色をもた

occasioned by its suffering the oil to rise

スル事アリ

らしたり、油の黄色が絵具にかす

to the sutrface, and by the yellow tint

かな緑色を与えることがある。

of the oil to impart a green tinge to the
colour.
289)
290)

Prussian Blue.

「プロシヤンブリユー」和俗「ベレン

プルシャンブルー

-This is a deep and powerful

ス」 ハ濃クシテ透明ナル強キ藍色ナ

これは、深く強力な透明な青色で、

transparent blue, drying and glazing

リ

乾燥性も良くグレーズに適する。

well.

乾キ易ク潤色ヲ施コスニ便ナリ

291)

It borders slightly on green.

其色緑色ヲ含ム

それは少し緑色に近い。

292)

It chief use to the landscape painter is in

緑色紫色ノ如キ混和ヲ以テ重ニ山水

風景画家には、主に緑や紫やその

mixed tints of greens, purples, and

ニ用ユ

他の色に混ぜるために用いられ

other such colours.
293)
294)

Antwerp Blue.

る。
「アンテルプブリユー」 ハ「フロシヤ

アントワープブルー

－This is a lighter-coloured and

ンブリユー」ヨリ稍稽光沢多 他ハ之

これは、プルシャンブルーよりも明

somewhat brighter Prussian Blue, and

ト替ル事ナク但其色甚タ濃シ

るくいくらか鮮やかな色である。そ

possessing the general qualities of the

して、プルシャンブルーとほとんど

latter, except in extreme depth.
295)
296)

Indigo.
-This is not so bright as Prussian Blue.

同じで、極端な深みがある。
イ ンジゴ

「靛 花 」ハ「フロシヤンブリユー」ノ如

インジゴ

ク光沢ナシ

これは、プルシャンブルーの様に
鮮やかではない。

297)

298)

It dries well, and works and glazes

能ク乾繰シ又仕用ニ便ナリ

乾燥性は良く扱いやすくグレーズ

satisfactorily.

潤色ヲ掛クルニ良シ

に適する。

It is seldom required in landscapes,

山水画ニハ多ク用ヒス

めったに風景画では用いられな

since Prussian and Antwerp Blues,

大概「プロシヤン」或ハ 「アンテルプ

い。プルシャンとアントワープブル

when saddened with Black, answer the

ブリユー」 へ墨ヲ加ヘテ用ユ

ーは黒を加えて暗くすれば、より目

purpose better.

的にかなうようになる。

p.25
299)

Ivory Black. (Calcined Ivory.)

300)

-This is the richest and most

ハ墨色ノ華美透 明 モノ ニテ必

これは最も豊で透明な黒であり一

transparent of the blacks, and is

用ナル色料ナリ

般的に用いられる。

アイボリー

爪

E

ブラツキ

A

A E

墨 「カルシンドアイポー」
E A

マ

マ

アイボリーブラック(焼いた象牙)

generally serviceable.
301)

Blue Black. (Vegetable Charcoal.)

ブリユー

302)

-This is of weaker body than Ivory

爪墨ヨリハ淡シ

これは、アイボリーブラックよりも体

Black, and is better suited for the grays

山水ヲ画クニ灰色ヲナシ 或ハ諸色

質は弱いが、風景画の灰色や一般

and general mixed tints of landscape

相混合スルニ適用ス

的な調色にはより適する。

藍

E A

painting.
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ブラツキ
A E

墨 (ヘジタブルチャコール)ハ
E A

ブルーブラック(植物の炭)

303)

Lamp Black.

304)

ラ ン プ ブ ラッキ

油 聖 墨 ハ時トシテ灰色ニ用ユ

ランプブラック

-This is occasionally used in mixed

大概藍墨ヲ用ユル故此ノ色料ハ省ク

これは、時々混ぜた灰色に用いる

grays, but can be dispensed with, as it

事多シ

が、あらゆる場合においてブルー

AE

E AE

E AE

EA

may on all occasions be advantageously

ブラックの方が優れているので省

replaced by Blue Black.

略することができる。

305)

Burnt Terra Sienna.

306)

-This is a rich transparent brown

ナル鳶色ノ柑色ニテ 藍ト混シ緑色

これは、豊な透明な茶橙で、、豊か

orange, affording a range of valuable

ヲナシ山水画ニ用ユ

な緑色の風景の色をもたらす。白

landscape tints of rich greens, and of

又白ト和スレハ 大陽色ヲ模ス

を混ぜれば明るい調子をもたら

「ボルント・テルラ・シーナ」ハ美麗

sunny tones when used with white.

バーントテラシエンナ

す。

307)

It is permanent, and dries well.

色ノ変替ナク且ツ乾キ易シ

退色せず、乾燥性も良い。

308)

Mars Orange.

「マスヲランジ」ハ人造ノ赦石ニテ「ポ

マルスオレンジ

309)

-This is an artificial iron ochre, of a

ルントシンナ」ヨリハ其色清シ 然レト

これは、人工的な鉄からなる黄土

clearer tone than Burnt Sienna, but not

モ透明ナラス

色で、バーントシエンナよりも澄ん

so transparent.

だ色合いであるが、それほど透明
ではない。

It affords brigｈt warm tones with

白ト混スレハ 艶色ヲ現ハス

白と混ぜれば温かい色合いとなる

white, but does not answer for greens.

但シ之レヲ以テ緑色ヲ作ス事能ハス

が、緑には適さない。

311)

Orange Chrome.

(翻訳省略)

オレンジクローム

312)

-This is the most durable and least

(翻訳省略)

これは最も耐久性があり、クロム酸

310)

exceptionable of the chromates of lead.
313)
314)

塩鉛で、最も好ましい。

Orange Vermillion.

(追加説明)

-This, used with white, yields pure

ｦ ﾗ ンジベルミリヲン

オレンジヴァーミリオン

柑 黄 朱 ハ橙黄色ノ銀朱ナリ

これは、白と混ぜて微妙な空の色

delicate sky tints, which however can

其色強クシテ其質ハ他ノ銀朱ト異ナ

合いを作るが、他の色を混ぜること

easily be gained by the mixture of

ラス

でも容易に得られる。

other colours.

燃ルカ如キ赤色ニテ 白ヲ混合セハ

AE

EA

E

E

A

清ク温和ナル肉色ヲ為シ 晴朗ナル
空ヲ画クニ適用ス
315)

Vandyke Brown. (Bituminous Earth.)

「バンタイキブラヲン」(ヒツミノスアイ

バンダイキブラウン(瀝青土)

316)

-This is a ｒich transparent pigment of

ス)ハ美明ナル色ナリ

これは、深い透明性のある顔料で

great durability, but a bad drier..

永用ニ堪レト乾ク事難シ

耐久性があるが、乾燥性が悪い。

317)

Cologne Earth..

「コローンアイス」ハ其質「バンタイキ

コロンアース

318)

-This, in its general qualities,

ブラヲン」ニ類似ス

これは、全体的にバンダイキブラウ

resembles Ｖａｎｄｙｋｅ Brown, except

然レトモ白ト混合スルニ「バンタイキ

ンに似た性質があるが、白と混ぜる

that in combination with white, it

ブラヲン」ヨリハ清涼ナル鳶色ヲ為ス

と冷たい茶色の色合いとなる。

furnishes a range of cooler brown tints.
319)

Cappah Brown.

(翻訳省略)

カパブラウン

320)

-This is a very eligible brown.

「カパブラヲン」 ハ美明ニシテ(透明

これはとても優れた茶色である。

496

321)

It dries very rapidly ;

で)濃ク鳶色ノ色料ナリ 乾キ窮メテ

とても速く乾燥する。

322)

is transpareｎt, rich, and deep in

速カナリ

透明で、豊かで深みのある色であ

colour.
323)

324)

Bone Brown. (Ivory Dust Roasted.)

る。
(翻訳省略)

ボーンブラウン(象牙の屑を焼いた

「ポーン プラヲン」(象牙ヲ焼キシ灰)

もの)

-This is a bad drier, and is not greatly

乾キ難ク用ヒサル事多シ

乾燥性が悪く、あまり用いられな

used, but may be occasionally applied

去レトモ白ト混合シ清浄ナル(温かみ

い。しかし、たまに白と混ぜて澄ん

in forming clear, silvery, warm grays, in

のある)銀灰色ヲ為スニ用ユル事アリ

だ銀色の温かみのある灰色に用い

combination with white.

られる。

p.26
325)

326)

327)

328)

329)

330)

Asphaltum. (A Solution of Asphaltum

(翻訳省略)

アスファルト(アスファルトをターペ

in Turpentine.)

「アスハルチユム」(トルペンチン)ニテ

ンタインに溶解したもの)

-Its fine brown colour perfect

溶解セル(アスハルチユム)ハ美ナル

美しい茶色で、完璧な透明性を持

transparency are lures to its free use.

鳶色ニテ頗ル透明ナリ (自由な使用

つため、自由な使用の誘惑があ

の誘惑がある。)

る。

It must however be regarded rather as

(翻訳追加)

しかし、これは顔料というよりは、暗

a dark varnish than as a pigment.

之レヲ任用スルニ障害アリ

色ワニスとみなさねばならない。

It dｒies rapidly, aｎd, when used in

乾キ窮テ速カニシテ過量ニ用ユレハ

それは乾燥は速やかで、多量に用

excess, is liable to crack.

乾操セル時 割目ヲ生ス

いると亀裂が入る傾向がある。

Its great transparency causes it to be

初学ノ者用ユル事難カラン

素晴らしい透明性があるために、

much used for shadows and for glazing;

是ハ色料ニアラスシテ仮漆トモ云フ

影やグレーズに使いすぎることに

ヘシ

なる。

but it must be remembered that it is a

其質透明ナルヨリ多クハ陰影ヲ画ク

しかし、初心者の手には、かなり危

rather dangerous colour in

ニ用ヒ 或ハ潤色トナス

険な絵具であると肝に銘じなけれ

inexperienced hands.
331)
332)

Bitumen.
-Thlis is Asphaltum ground in strong

ばならない。
「ビチユーメン」ハ「アスハルチユム」
ヲ 乾燥油 ト混合セシムルモノナリ

drying oil；
333)

by which treatment it is more eligible

ビチューム

ドライングヲイル

これは、アスファルトを強いドライン
グオイルと混ぜたものである。

(翻訳省略)

for the painter's use.

それゆえ、画家が用いるには、より
適している。

334)

Madder Brown.

(翻訳省略)

マダーブラウン

335)

-This rich lakey broｗｎ, one of the

(翻訳省略)

この豊かな深紅色の茶色は、茜の

valuable products of the madder root,

「マダツタルプラヲン」ハ茜根ヨリ生シ

根から製造した貴重な絵具の一つ

is, if made with skill, of intense depth

タル貴重ナルモノニテ 其色紅鳶色

で、上手く使えば強い深みと透明

and transparency;

ナリ

感が得られる。

(上手く使えば強い深みと透明感が
得られる。)
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336)

affording the richest decscription of

(翻訳追加)

最も深い影の描写や繊細な淡い

shadows, and the most delicate pale

精製ノモノハ深濃透明ニシテ 華麗

色合いを表現できる。

tints.

ナル蔭景ヲ写シ 軽弱ナル暗黒ヲナ
スニ用ユ

337)

Being quite permanent,working most

(翻訳変更)

耐久性に優れ、扱いやすく退色せ

kindly, and being a good drier., it is a

能ク留意シテ仕用セバ 変色スル事

ず乾燥性も良い。

pigment that cannot be too strongly

ナク 且ツ乾キ良シ

(佐)風景画家にこの色材に注目す

recommended to the landscape

山水画ニハ余リ用ヒス

るようにいくら強く推薦してもし過ぎ

painter’s notice.

338)

339)

ることのない顔料なのである 17。

With French Blue, or with Cobalt and

(誤訳)

フレンチブルーかコバルトに、白を

White, a set of fine warm or cold grays

「フレンチブリユー」ト混スレハ灰色ニ

混ぜると、その茶色か青色が強くな

may be obtained, in proportion as the

テ艶ナルモノヲ生シ 又「コバルト」ト

ることに応じて、美しい暖色や寒色

brown or blue predomninates.

白ヲ和スレハ 清涼ナル灰色ヲ現ス

の灰色が得られる。

With blues anｄ bright yellows, it

藍ト 光沢ア ル 黄ヲ 之レ ニ混和 セ ハ

青と鮮やかな黄色を混ぜると美し

gives fine autumnal russet greens.

美ニシテ 荒莾 タル秋景ノ緑色ヲ為ス

い秋の朽ち葉の色になる。

340)

Raw, Umber.

「ローアンパア」ハ黄鳶色ニテ淡薄ナ

ローアンバー

341)

-This is a yellowish brown, of great

ル蔭景ヲ写シ軟弱ナル灰色ヲ為スニ

これは黄色がかった茶色で、明る

service in light shadow tones and

用ユ

い影や繊細な灰色をつくるのに大

こうもう

delicate grays.

変役に立つ。

342)

Burnt Umber.

「ボルントアンバア」 ハ純粋ナル鳶

バーントアンバー

343)

-This is a quiet brown, affording clear

色ニテ深蔭ヲ写スニ用ユ

これは落ち着いた茶色で、澄んだ

warm shadow tints.
344)

345)

温かみのある影の色を表す。

It may be occasionally substituted for

或ハ「バンタイキフラヲン」ニ代用スル

バンダイキブラウンに置き換える場

Vandyke Brown.

事アリ

合もある。

It is a quick drier.

乾キ甚タ早シ

速やかに乾燥する。

p.27
346)

Terre Verte.

「テルレベルテ」ハ山水画ニ欠クヘ

テールベルト

347)

-This is a sober-toned green earth, of the

カラサル素朴ノ緑色土ナリ

これは、落ち着いた色合いの緑土

utmost use in landscape painting.
348)

Its combination with Indian Red and

で、風景画では、最も用いる。
「インシヤンレツト」及ヒ「ナプルス

インディアンレッドとネープルスイエ

Naples Yellow forms a series of mild

ヱルロー」ト混合スレハ 中景ニ用

ローと混ぜると、中景でよく用いる

russet greens, of much use in middle

ユヘキ蔭欝セル緑色ヲ現ス

一連の朽ち葉の色になる。

(翻訳省略)

これはとても耐久性がある。

distance.
349)

It is very durable;

(筆)「この顔料は、風景画家の興味をそれほど強くひきつけることはない」であるが、” cannot
be too”は「し過ぎることはない」と考えられる。
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350)

and, not possessing much body, is

其色半透明ナリ

それほど体質がなく、半透明で乾

semi-transparent, and dries moderately

乾燥シ易シ

燥性も適度である。

well.
351)

Green Oxide of Chromium.

グリーンオキシード クロミユーム

352)

This is a deep-toned green.

黄ト白ヲ混スレハ所用多シ

緑 色

E

A

E

酸 化 ハ濃キ緑色ニテ
E

グリーン・オキサイド・クロミウム

A

これは、深い色合いの緑色をして
いる。

353)

354)

355)

356)

It is occasionally employed with great

これは、時々黄色や白色を混ぜる

effect by admixture with yellows and

ことで大きな効果をもって用いられ

white.

る。

Being very dense and powerful,

其色頗ル緻密ニシテ勢力アルカ故

大変密度があり、強いので最新の

it must be used with great care to avoid

ニ注意シテ用ヒザレバ欝滞セル色

注意をもって重苦しくなることを避

heaviness.

ヲ生ス

けて用いねばならない。

It is valuable when used as a cold gray

白ノ多量ヲ混スレハ清涼ナル緑色

大量の白で薄めて、冷たい灰緑色

green, if diluted with a large quantity of

ヲ現シ 光沢アル銀色ヲ含ミ空気

として用いれば価値がある。

white.

抔ヲ写スニ妙ナリ

These cold greens possesses a silvery

この冷たい緑は銀色の輝く特質が

luminous quality, and impart the effect

あり、大気の効果をもたらす。

of atmosphere.
357)

Emerald Green.

「イメラルドグリイン」ハ光沢アル緑色

エメラルドグリーン

358)

-This is a brilliant green, but too

ナリ

これは、明るい緑色であるが、風景

violent in colour to be of much service

山水ニハ色ノ強烈ニ過ル所アリ

画に用いるには強すぎる。

It is however occasionally of value, if

(翻訳省略)

しかし、前景の人物の服に、明るい

discreetly used, in the drapery of a

細心シテ用ユレハ 画中前景ノ人物

緑色が必要な場合、注意深く用い

foreground figure, where a bright green

ノ衣服(明るい緑色が必要な場合)抔

れば、時として価値のあるものとな

may be demanded;

ニ適ス

る。

or in a touch on a gaily painted boat or

又ハ清雅ナル端舟抔ニ点着スルニ

または、鮮やかに塗られたボートや

barge.

良シ

はしけを一筆するのによい。

It is permanent both in itself and when

変化スル事ナク白ト混合スルモ又否

それは、単独でも、白色を混ぜても

in tint with white.

リ 18

変色しない。

in landscape.
359)

360)

361)

362)

Brown Pink.

「プラヲンピンク」ハ美明ナル 橄欖 色

ブラウンピンク

363)

-This is a rich transparent olive,

ニテ 或ハ緑色ヲ帯ヒ或ハ橙黄色ヲ

これは、豊かな透明なオリーブ色

including sometimes to green, and

含ム

で、たまに緑色やオレンジ色の温

ヲリーブ

sometimes towards the warmth of

かみを含む。

orange.
364)

18

It is of great depth, and works well, but

色甚タ濃ク 仕用ニハ便ナレトモ

強い深みがあり、役に立つが乾燥

is a bad drier.

乾ク事悪ク 潤色ヲナスニ稀薄ナレ

性が悪い。

亦然リの誤記。
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365)

In thin glazing it is not permanent.

ハ変色スル事アリ

薄いグレーズでは変色する。

366)

Verona Brown.

「ベロナフローン」ハ黄鳶色ニシテ「テ

ヴェローナブラウン

367)

-Tｈis is aｎ olive brown of great

ルレベルテ」ト混シ紅緑色ヲナス

これは、オリーブ色で弱くくすんだ

service in tender drab greens, and in

368)

緑色として用いられる。また、テー

combination with Terre Verte and

或ハ「レーキ」ヲ和スレハ 驕艶タル

Lakes ;

秋景ヲ写スニ良シ

ルヴェルトやレーキと混ぜられる。

forming with the latter, rich autumnal

後者と混ぜれば豊かな秋の美しい

tints of great beauty.

色合いをもたらす。

p.28
369)

OILS AND VARNISES

『油並ニ仮漆』

油とワニス

370)

Vehicle.

「ベヒツクル」

媒剤

‐The diluent used to temper and thin

諸般ノ色具ヲ使用に適セシメ 或ハ

絵の具を使用に適切な状態にする

the colours, for the purpose of bringing

其濃淡ヲ調和スルニ用ユルモノヲ

ために粘りを調節し薄める希釈剤

them to a proper working state, is called

「ベヒツクル」ト云フ

を媒剤という。

The colours of pigments “bear out”with

色料ノ色ハ此ノ流動物ト混合スルニ

絵の具の色は、これらの媒剤の異

effect differing according to these, are

従ヒ

なる効果で、勢いがつく、すなわち

either enlivened, that is“brought

或ハ爽快ナル色ヲ現シ 或ハ暗黒

「開花」したり、色あせてしまうことが

out, ”or are obscured.

ナル色ヲ為ス

明らかとなる。

Vehicles are hardly of less importance

(翻訳省略)

媒剤は、絵の具そのものとほとんど

than the colours themselves, being

「ベヒツクル」ハ色料ト等シク(重要)画

同じぐらい重要であり、主要な画材

among the chief materials and

工ノ欠クベカラザル物ニテ

で描画において必要不可欠であ

371)

a “Vehicle. ”
372)

373)

indispensable means of painting.
374)

375)

る。

They are extremely diversified, to suit

且ツ画工ノ意ニ適セシムル為メ其種

媒剤は画家の様々な目的やイメー

the various purposes and fancies of the

類 頗ル多シ

ジに適合させる為、実に多様であ

げん

artist;

今 玆 ニ論スルモノハ此ノ種類中最

る。

we, however, need treat of those only

モ 必要ナルモノノミを挙ク

しかし、使用するにもっとも適したも

which are fittest to be employed.
376)

のだけを論じよう。

All oils or varnishes act more or less to

総テ油ニテモ 仮漆ニテモ 相混合

全ての油やワニスは、使用にあた

eventual prejudice of the colour with

スル絵具ノ色ニ多少障害ヲ起スモノ

って混ぜると、多少なりとも、結果と

which they are combined for

ナリ

して害をもたらす。

application.
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377)

What is desired in oil painting is a
vehicle which, while it has an agreeable
working quality, shall neither change

油画ニ望ムヘキ事ハ「ベヒツクル」ノ
まま

仕用便ニシテ 且布着セシ時ノ 儘
いささか

油絵に望ましい媒剤は、描くに快
適な特質を持ち、時間とともに変化

些 モ其清浄ナル質ヲ変セス 時ヲ

や劣化をおこさず、最初に描いた

nor be degraded by time, nor interfere

経ルモ 色料ニ変化ヲ生セシメス 又

時の様な色の純粋さを妨げないこ

with the purity of the tints as they

油質消失シ 画面破裂セサルヲ要ス

とが望まれる。

appear at the moment they are first
laid on;
378)

-a vehicle, that shall neither perish, nor

それは、古くなっても劣化せず、亀

crack as it becomes old

裂が入らないものでなければなら
ない。

379)

Oils.

油

380)

The linseed, poppy, and nut oils are

「ベヒツクル」トシテ使用スヘキ油ハ

381)

油(乾性油)

ケ

シ

ク ル ミ

亜麻仁油、芥子油と胡桃油は媒剤

fixed oils used as vehicles;

亜麻仁 芥子 胡桃 ノ油ナリ

として用いられる油である。

turpentine, and, occasionally,

或ハ「トルペンチン」ヲ用ユ 又「スパ

ターペンタインや稀にスパイクラベ

spikelavender are the essential oils so

イクレーベンダ」ヲ稀ニ用ユル事アリ

ンダーは精油として用いられる。

(翻訳省略)

(後者はめったに用いられないが、

used.
382)

(The latter is seldom employed,
although it is beginning to attract the

画家の興味を引きつつある。)

attention of artists.)
383)

Of the fixed oils, linseed is in most

諸油ノ中ニモ亜麻仁油ヲ常用トス

common use.
384)

385)

油の中でも、亜麻仁油は最もよく用
いられる。

It should be of a pale amber colour,

其色素白ナル琥珀色ニテ透明ナリ

それは淡い褐色で、透明で澄んで

transparent and limpid;

暖和ナル季候ニハ一日ニテ全ク

いなければならない。

and, when used in moderately warm

かんせい

乾晒 ス

weather, it should dry in a day.

そして、穏やかな温かい天気の日
に用いれば、一日で乾かねばなら
ない。

p.29
386)

387)

The most valuable qualities of linseed

(翻訳省略)

亜麻仁油の媒剤としての最も優れ

oil, as a vehicle, consist in its great

仕用ノ適度ヲ得レハ 乾ク事甚タ良ク

た性質は、丈夫で柔軟であること

strength and flexibility.

且ツ堅固(柔軟)ナリ

である。

It is by far the strongest oil, and the one

亜麻仁油は、正しく扱えばとても強

which dries best and firmest under

靭で、乾燥や固着も最良である。

proper management.
388)

The next in importance is poppy oil.

389)

It is inferior in strength , tenacity, and
drying, to linseed oil;

右ニ次ク油ハ芥子ノ油ニテ
其質強壮ニシテ粘力アリ 乾燥スル
事 少シク劣レリ

501

次に重要なのは芥子油である。
それは丈夫さや固着性、乾燥性で
は亜麻仁油に劣る。

390)

but it has the reputation of keeping its

然レトモ 色料ヲ変色セシメズ

colour better;
391)

がある。

and it is on this account generally

故ニ白其外淡薄ナル絵具ヲ施コスニ

employed in grinding white, and most

用ユ

用いられる。

Nuts oil, as we procure it in England, is

(翻訳省略)

more uncertain in its qualities than

胡桃ノ油ハ(イギリスで入手出来る

either linseed or poppy oil;

そして、そのことにより、白や大部
分の明るい絵の具を練るのによく

of the light pigments.
392)

しかし、色をより良く保つとの評判

胡桃油はイギリスで入手出来るが、

たし

が、)亜麻仁油ヨリハ 其質 慥 カナラ

亜麻仁油や芥子油のよりも、品質
が不確かである。

しばしば

393)

and is frequently extremely long in

ズ 長ク乾燥セザルコト 屢 ナリ

drying.
394)

395)

396)

Poppy oil, however, supplies its place so

がかかることがよくある。
(翻訳省略)

すので、一般に必要とされていな

that it is not commonly required.

い。

Oils are all more or less influenced, in

総テ油ハ相混合セル絵具ニヨリ其乾

油は程度の差はあるが、練り合わ

their drying, by the colours with which

燥ノ遅速アリ

せる絵の具によってその乾燥性が

they are combined;

変わる。

some of which greatly accelerate, while

中には非常に速めるものもあれ

With certain colours some oils will
scarcely dry at all, unless means are

或ハ絵具ニヨリ油ノ全ク乾カザルモノ
アリ 此ノ如キハ乾クヘキ手術ヲ施
サヽルベカラス

employed to cause them to do so.
398)
399)

400)

Drying Oil.

402)

ば、遅らせるものもある。
いくつかの絵の具は乾燥させるに
必要な手段を講じないかぎり、ほと
んど乾ききらない。

(翻訳省略)

ドライイングオイル

‐Drying oil is prepared by boiling

せいかん

晒乾 油ハ速カニ乾クベキ質ヲ生スル

ドライイングオイルは、亜麻仁油に

linseed oil with certain oxides and salts

為メニ 亜麻仁油酸化物ト鉛化塩ヲ

ある種の酸化物と鉛糖を加えて加

of lead, which impart to it a power of

加ヘ 之レヲ煎ジタルモノニテ(これ

熱して作られる。これは、速やかな

drying with rapidity.

は、速やかな乾燥をもたらす) 乾キ

乾燥をもたらす。

It is employed with those colours which

EA

悪シキ絵具ヲ施スニ 之レヲ用ユ

do not dry well without being forced.
401)

ポピーオイルが、代わりをよく果た

well,

others retard it.
397)

そして、乾燥するのに大変な時間

これは、手段を講じなければ乾燥
性の良くない絵の具にもちいる。

Two kinds are prepared‐a dark or

其類二種アリ 暗黒ニシテ強壮ナル

それは、二種類あり、暗色で強力

strong drying oil, and a paler and less

モノ 素白ニシテ柔和ナルモノ是レ

なものと、より淡くあまり強力でない

powerful kind.

ナリ

ものである。

Japanner’s Gold Size is sometimes

(翻訳省略)

ジャパン・ゴールド・サイズは暗透

employed as a powerful means of

明絵具を強力に乾かす手段として

drying dark and tranparent colours,

用いられることがあるが、あまり乾

which are in general comparatively bad

燥性がよくない。

driers.
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403)

The Volatile Oils are destitute of the

(翻訳省略)

精油には、乾性油の様な強さは無

strength of the fixed oils, having

く、水だけで描いたのとほとんど同

scarecely more cementing power in

様の接着力しかない。

painting than water alone.
p.30
404)

Turpentine is a very useful addition to

「トルペンチン」油ハ亜麻仁油ヲ加へ

ターペンタインは亜麻仁油に添加

linseed oil, for preserving the purity

光明ナル色料ノ変色ヲ防クニ緊要ナ

して、亜麻仁油の持つ色の変化か

of light and bright pigments from the

ル油ナリ

ら、顔料の明るさと輝きの純度を守

change of colour to which this oil is

るのに、とても役にたつ。

subject.
405)

Owing to their extreme fluidness, the

(翻訳省略)

その強い流動性のため、希釈油

volatile oils are generally useful

其質稀発ナルモノ故 油仮漆(媒剤)

は、濃い油、ワニス、媒剤の希釈剤

diluents of the thicker oils, varnishes,

ヲ希薄ナラシムニ用ユ

として、広く役に立つ。

but the thin essential oils thus

去レトモ多分ニ混スレハ「ベヒツクル」

しかし、力のない精油が混ぜられる

introduced often weaken the body of the

ニ粘着力ヲ弱ラシメ 絵具流散シテ

と媒剤の粘りを弱めることがよくあ

vehicle, and occasion it to flow so much,

其位置ヲ保タス筆根 19ヲ曖昧ナラシ

り、入れすぎると、絵の具がある場

that the colours used there with will

ム

所にとどまらず、描かれた画筆のタ

and vehicles;
406)

not keep there place, rendering the

ッチが力なく不確かとなる。

touch of the pencil spiritless and
uncertain.
407)

かか

These properties give occasion for the

斯 ル質ヲ保テルカ故 此油ヘ樹脂

このような特質のため、樹脂やワニ

introduction of resin and varnish,

及ヒ仮漆ヲ混合シテ流動質ヲ止ム

スを用いる場合がある。それは、油

EA

which communicate a body to oils.
408)

These vehicles have been compounded

に粘りを与える。
此ノ「ベヒツクル」ヲ「ミギルプ」ト名ク

under the name of “Megilps. ”

これらの媒剤は、「メギルプ」の名
で調合されてきた。

409)

Megilps

(翻訳省略)

メギルプ

410)

－The vehicles known by this name are

「ミギルプ」ト称スル「ベヒツクル」ハ画

この名前で知られる媒剤は画家た

in great favour with artists.

工好ミ用ユルモノニテ

ちに大変好まれてきた。

They possess a gelatinous texture,

膠質アリ 又自由ニ筆ヨリ流出スト雖

それは、ゼラチン質の外見で、画

which enables them, while flowing

トモ 色料ノ(描画やグレーズ)位置ヲ

筆から自由に流れ出し、一方では

freely from the pencil, yet to keep their

混乱スル事ナシ

描画やグレーズを保つ。

411)

place in painting and glazing.

19痕
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412)

413)

The megilp generally in use, which

(翻訳省略)

一般的に用いるメギルプは調合済

however may be purchased ready

通常用ユル所ノ「ミギルフ」ハ(調合済

みのものを購入出来るが、濃いマ

prepared, is formed by mixing together

みのものを購入出来るが)「マスチツ

スチックワニスとドライイングオイル

equal parts of strong mastic varnish

クバニシユ」ト晒乾油ノ等分ヲ相混シ

を同量混ぜ合わせてつくられる。

and drying oil.

テ製シタルモノナリ

After remaining undisturbed for a few

(翻訳間違い)

数分たてば、それはゼラチン質の

minutes, it assumes a gelatinous

数時間静止セシムレバ膠質ノ機膜ヲ

質感で、淡く透明な褐色のゼリー

texture, resembling a thin, transparent,

為ス

の様に見える。

Megilp varies in colour, according as it is

其色ハ相混スル処ノ 晒乾油ノ黒白

メギルプの色は、ドライイングオイ

made with either a pale or deep-coloured

ニ従テ変ス

ルの色が淡いか深いかによる。

The palest kind is made by rejecting the

(翻訳省略)

最も淡い種類は、ドライイングオイ

drying oil, and using instead linseed oil,

最モ素白ナル種類ハ晒乾油ヲ用ヒス

ルを用いず、代わりに少量の細か

in which a small quantity of

亜麻仁油ヘ鉛糖ノ細末粒ノ少許ヲ加

く砕いた鉛糖を混ぜた亜麻仁油を

finely-ground sugar of lead has been

ヘタルモノヲ(マスチックワニスと)等分

用いる。

diffused.

ニ混ス

ambercoloured jelly.
414)

drying oil.
415)

416)

With equal parts of this compound, and

この粉末に、同量のマスチックワニ

of mastic varnish, a very light megilp is

スで、極めて淡いメギルプを作るこ

obtained.

とが出来る。

P.31
417)

418)

Another approved compound employed

(翻訳省略)

媒剤として用いるのに良い、他の

as a vehicle, is made by mixing one part

(媒剤として用いるのに良い、他の調

調合がある。それは、一容量の水

of saturated solution of sugar of lead in

合がある。)或ハ鉛糖一部ニ亜麻仁

に飽和溶解させた鉛糖と、二容量

water, with two parts of linseed or poppy

油カ 或ハ芥子油二部ヲ相混シ

の亜麻仁油又は芥子油で作る。

oil.

之レヲ混和スル迄能ク撹キ廻シ

These are to be well stirred or shaken

これらを混ざるまで、よくかき回し、

together, till they are combined;
419)

「マスチツクバニツシユ」ヲ二部加ヘ

振る。

又之レヲ撹キ廻シテ製セルモノアリ

and then two parts of mastic varnish

そして、前もってよく混ぜた二用量

are to be added, and well mixed with the

のマスチック・バニスを加える。

preceding.
420)

By this means a white creamy emulsion

か

く

如此 ナセバ白キ乳酪ノ如キヲ得 之

このようにすれば、白くクリーム状

is obtained, which, though opaque in

レヲ用ユルニ暗体ナレトモ乾燥スルト

のエマルジョンが出来る。

use, becomes quite transparent as it

キハ全ク透明ナルモノナリ

これは、用いるときは不透明である

AE

EA

dries.

が、乾燥すれば全く透明になる。
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421)

422)

Painters differ in nothing so much as in

(翻訳省略)

画家は、使用する媒剤はなんでも

the vehicle they employ.

画工ハ(使用する媒剤はなんでもあり

ありうるほど異なる。

うるほど異なる。)油ノミヲ用ユルモノ

あるものは油のみを用い、またある

アリ 或ハ「ミギルプ」ヲ用ユルモノア

ものはメギルプを用いる。

Some use the oils only, others the
megilps;

リ
423)

many have a peculiar compound of

(翻訳省略)

多くの者は調合の重要性に重きを

their own, to which they attach

各々其好ミニ応シ之レヲ使用ス

置き、彼ら独自の調合を行ってい

importance.
424)

425)

る。

It will, however, be the best for the

去レトモ初学ノモノハ 不便ナルヲ省

しかしながら、初心者にとって、こ

beginner to give himself no trouble on

キ単純ニシテ便利ナルヲ選ムヘシ

の点について、問題がなく、最も簡

the subject, but to select and adhere to

単で便利な方法を選びそれに忠

the simplest and most convenient form.

実であることが最善である。

With this view, he will find that a

(翻訳省略)

この点から初心者には、コーパル

compound used occasionally in

ワニス一用量、亜麻仁油または芥

combination with megilp, and

子油一用量、ターペンタイン一用

consisting of one part of copal varnish,

量とメギルプの混合物が、一般的

one part of linseed or poppy oil, and one

に用いる上で快適、便利である。

part of turpentine, will furnish him
with a pleasant and serviceable vehicle
for general use.
426)

Let him take care, however, to force its

最モ乾キノ遅キ絵具ヲ混ズル時ハ

しかしながら、乾燥の遅い絵の具を

drying by the addition of ground sugar

細キ鉛糖ヲ混シ乾燥ノ力ヲ滲 20ユヘ

用いる時は、その乾燥性を強める

lead, when employed with

シ

ため、細かい鉛糖を加えることに気

slowly-drying pigments.
427)

428)

No other method will be necessary,

をつけなければならない。
(翻訳省略)

空や、とても明るい色面を描く時

こうめい

except in painting skies and other very

天空ノ 皎明 ナルモノ(とても明るい色

は、ドライイングオイルやメギルプ

light-toned masses, in which case

面)ヲ画クニハ晒乾油及ヒ「メギルプ」

は注意して避けなければならない

drying oil and megilp must be carefully

ヲ用ユルヲ禁ス(以外には必要な手

ということ以外には必要な手順はな

avoided.

順はない)。

い。

It is by no means intended to confine

「ベヒツクル」ヲ製スルニハ 最初ヨリ

それは、初心者に、ここで示した正

the learner to the exact quantities here

精密ナル分量ヲ得ルハ甚タ難シ

確な分量を押しつけようとすること

given:
429)

A little experience will teach him to
compound his vehicle in the manner

を意味するのではない。
いささ

些 カ経験セバ其仕用ニ適スベキ製

少し経験すれば、彼自身の制作に

法ヲ会得スヘシ

最も合った媒剤の調合法を会得出

EA

best suited to his own style of working.
430)

20

添

Mastic Varnish.

来るであろう。
コムマスチツク

「マスチツクバニツシユ」ハ 乳 香
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マスチックバニス

431)

432)

‐This is simply a solution of gum-mastic

ヲ「トルペンチン」油ニテ溶解セルモ

これは、マスチック樹脂をターペン

in turpentine.

ノナリ

タインに溶解しただけである。

It is an indispensable requisite in the

是ハ当分 21油画ニテ欠クベカラザル

これは、油絵を描くのに不可欠の

modern practice of oil painting, in

品ニテ 仮漆ニモ用ヒ又は常用ノ「ベ

物で、ワニスとしてだけでなく一般

which it is employed not only as a

ヒツクル」中ニ混和スヘキモノナリ

に用いられる媒剤の構成要素とし

varnish but as a component part of

て用いられる。

many of the vehicles in common use.
p.32
433)

Copal varnish.

「コーハルバニッシュ」ハ油ト混シタ

コーパルワニス

434)

-This greatly assists the drying of

ル絵具ノ乾燥ヲ助クルモノナリ

これは、油に砕いて入れた絵の具の

colours ground in oil.
435)

436)

乾燥を大きく助ける。

It is employed by many artists as a

是ハ「トルペンチン」ニテ薄弱ナラ

これは、多くの画家によって、ターペ

vehicle, when diluted with turpentine.

シメ「ベヒツクル」トシテ用ユルモノ

ンタインで溶解して、媒剤として用い

多シ

られる。

It must however be observed, that it

然レトモ此油ノミヲ用レハ画面破損

しかし、それは、十分なドライイングオ

has the defect of cracking, when used

スル事アリ 故ニ他ノ油ヲ混シ此障

イルや他の油を使って調節しないと、

without sufficient drying or other oil to

害ヲ妨クヘシ

割れる欠点があることに気をつけな

temper it.
437)

Copal, in dissolving, swells or

ければならない。
(翻訳省略)

コーパルは、溶けることで大きく膨

augments in bulk(like glue in water),

張、増加し(水の中の膠のように)、ま

and contracts proportionally in drying:

た乾燥するにしたがって収縮する。こ

it is this property which disposes it to

の性質が、上で述べたように、亀裂を

crack as above mentioned.

生じさせる。

438)

Amber Varnish.

439)

-This is at present attracting some

このワニスは今日描画用溶き油とし

attention as a vehicle for painting.

て、注目されている。

440)

(翻訳省略)

アンバーワニス

It is of deeper colour than copal, and

「アンバーハニツシユ」ハ「コーハ

これは、コーパルより暗く、とてもゆっ

dries very slowly.

ル」ヨリハ其色暗ク 且ツ乾ク事甚

くり乾燥する。

タ遅シ
441)

It requires however little notice, for it

然レトモ其ノ価値ト其功験ノ相平均

しかし少し気をつける必要がある。そ

has yet to be proved that its merits are

スヘキヤ否ヤハ未タ其証ヲ得ス

れはまだ評価に匹敵する長所が証

equal to its reputation.
442)

White Lac Varnish

443)

.-This is a varnish prepared by

明されていない。
(翻訳省略)
(翻訳省略)

dissolving colourless lac-resin in alcohol.

21

当時

ホワイトラックワニス
これは無色のラック樹脂をアルコー
ルで溶解したものである。
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444)

It is brilliant, transparent, and almost

(翻訳省略)

明るく透明でほとんど無色である。

(翻訳省略)

その力は色を引き出し、描画の過程

colourless.
445)

The power with which it causes colours
to bear out, renders it often of great

で大きな価値をもたらすことがよくあ

value

る。

during the progress of a pictue.
446)

It has also the valuable quality of

(翻訳省略)

また、それは絵の具が、地やその上

preventing the colours from sinking

に塗った絵の具に沈むことを防ぐ優

into any ground or colour upon which it

れた特質がある。

is applied :
447)

448)

449)

and this, in the thin painting so

(翻訳省略)

そして、それは、薄塗りを大変煩雑に

frequently desirable in landscape, is of

行うことが望ましい風景画にはとても

much importance.

重要である。

It is to be regretted that the difficulties

(翻訳省略)

残念なことに、ラックワニスを使用す

attending the use of lac varnish render

ることにおける困難によって、初心者

it objectionable for a beginner to

にはとても手に負えない画材であると

embarrass himself with so intractable a

して困惑させ、不快にさせ、後悔する

material.

ことになる。

It should be applied by pouring a little

(翻訳省略)

これは、少量を平皿や皿に注ぎ、柔

into a plate or saucer, dipping in it a

らかい亜麻布の切れ端を浸し、出来

piece of soft linen rag, and applying

るだけ軽くすばやく作品の表面に当

it as lightly and as quickly as possible,

てる。これは前もって注意深く湿気を

to the surface of the work, which Should

避けねばならない。

previously be carefully freed from damp.
p.33
450)

This mode leaves the smallest possible

(翻訳省略)

film upon the colour;
451)

452)

but it is sufficient to bring out and

この方法は絵の具の上に最小の膜
を残す。

(翻訳省略)

しかし、これは塗られた面のハイラ

preserve the force and richness of the

イトを少しも鈍くしたり痛めたりする

deep colouring and shadows,without in

ことなく、深い色や影の強さや豊か

the least lowering or injuring the high

さをもたらし、保つのに十分であ

bright lights over which it may pass.

る。

It occasions no delay, as, in a dry and

(翻訳省略)

乾燥して、暖かい環境では遅れる

warm atmosphere,it becomes, in a few

ことはなく、それは数秒で固く固ま

seconds, hard and firm, and entirely

り、塵をとらえ留めてしまうような不

free from the tackiness which catches

愉快なことはおこらない。

and retains dust.
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453)

It has been recommended to mix it witｈ

(翻訳省略)

これを描くときに絵の具に混ぜるこ

the colours in painting, but for this

とが薦められてきたが、この目的の

purpose it is unmanageable and

ためには、手に余り役に立たない。

useless.
454)

455)

Water colours can be freely worked

(翻訳省略)

水彩絵の具は、油の地や描画の上

upon an oil ground or painting, over

にこのラックを塗れば自由に描くこ

which lac has passed.

とが出来る。

This enables the artist to put in his fine

(翻訳省略)

workings or linings of the drawing;,

このことは、画家が繊細な描画や
素描の描線を行うことを可能にす
る。

456)

457)

458)

459)

with water colour, such as architectural

(翻訳省略)

lines, branches, thin light foliage, and

線や枝、薄く軽やかな葉っぱ等を

so on;

描ける。

and when the water colour is

(翻訳省略)

し、少量のラックワニスを上に塗れ

passed over it, it becomes a permanent

ば、それは画面で変色しない部分

part of the picture, a result thus

となるのであり、速やかに容易な方

attained by a rapid and easy method.

法で達成できる。

In cold or damp weather, it will be

(翻訳省略)

寒冷や、湿気のある天気のときは、

advisable to ho1d the varnished

ラックワニスの乾燥を確実にするた

painting for a few seconds before a fire,

めに、ワニスを引いた絵を火の前

to insure the drying of the lac varnish.

に数秒かざすとよい。

In no case, however, should the varnish

(翻訳省略)

Some dexterity and much caution are

a moderate quantity only should be

しかし、ワニスが強すぎてはならな
い。

(翻訳省略)

necessary in using this varnish ;
461)

そして、水彩絵の具が完全に乾燥

perfectly dry, and a little lac varnish is

be too strong.
460)

すなわち、水彩絵の具で建築物の

幾らかの器用さと細心の注意がこ
のワニスを用いるのに必要である。

(翻訳省略)

多すぎない量のみを切れ端にと

taken oｎ the rag, which must be

り、すばやくとても軽やかに施さね

applied quickly and witｈ a very light

ばならない。

touch.
462)

The painting must on ｎo account be

(翻訳省略)

どのような力であっても、絵を決し

rubbed with any degree of force, as the

て擦ってはいけない。なぜなら、ワ

alcohol of the varnish would in such

ニスのアルコールはこのような場合

case immediately act upon and dissolve

画面をすぐに溶解して、作品を汚

the paint, and thereby smear and

し傷つけるからである。

damage the work.
p.34
463)

PARTⅡ．

第弐章
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第二章

464)

PROOESSES

ANＤ

着色法

過程と操作

In the production of a painting in oil

油画ヲ描クニ種々ノ着色法アリ

油絵の具で描くには、いくつかの

Colours, there are certain

初学モノヲシテ斯ル方法ヲ会得セシ

操作や描画の型がある。

manipulations or modes of operation,

メンカ為メ 之レヲ下ニ解説ス

初心者が描画の実践を始めるには

MANIPULATIONS.
465)

an explanation

その説明が必要である。

of which is necessary, in introducing a
beginner to the practice of the art.
466)

These operations are distinguished by

(翻訳省略)

これらの操作は技術の名前でグレ

the technical names of GLA ZING.IMPASTING.

ンブリング、ハンドリングに分けられ

SCUMBLING.HANDLING.

る。

467)

GLAZING.

468)

A Glaze is a thin transparent film of

469)

ージング、インペースチング、スカ

グレージング

潤色法

グレージング
E

潤色ハ薄キ透明ナル色料ニシテ 既

グレーズは絵の具の薄く透明な膜

colour, laid upon another colour to

ニ彩色セル色ノ上二層々膜ヲ 澆 グ

で、色合いを整えたり、その効果を

modify the tone, or to aid the effect of

下層ノ色合ヲ変シ或ハ之レヲ秀潤セ

助けたりするために絵の具層の上

the latter, ;

シムル為ナリ

にかけられる。

そそ

the work thereby appearing distinctly

潤色ヲ 澆 ルト雖トモ其下層ノ物形ハ

作品は、それゆえ重ねられたグレ

through the superimposed layer of

微細ニ見へ是カ為メニ其ノ固有ノ設

ーズの層を通して明瞭に見え、そ

glaze, from which it receives a

色ヲ得ヘシ

れは、特徴的な色合いを持つ。

This process of glazing is effected by

(翻訳間違い)

グレージングは、適切な透明な絵

diluting proper transparent colours with

此ノ法ヲ施コスニハ 夫々適宜ノ透明

そそ

characteristic hue.
470)

471)

の具をメギルプや他の適した媒剤

megilp or other suitable vehicle.

ナル色料ニ「ミギルプ」歟 或ハ他ノ仮

で薄めることでなされる。

Thus diluted, these colours are laid upon

漆ヲ混シ

このようにして薄めたら、広く平滑

portions of the work, either in broad flat

画中彩色ノ広狭或ハ淋渲シ或ハ点

な色面や部分的な筆触のような作

tints, or in touches partially and

着スルナリ

品の部分に置き、適切に分散させ

か

judiciously distributed.

る。

p.35
472)

The object of this process is to

此法ハ画ノ陰影ノ色ヲ強メ 又其色ヲ

この目的は、影を強め、温かみや

strengthen shadows, and to give

艶ナラシメ 或ハ素ナラシム

冷たさを色合いに与えることにあ

warmth or coldness to their hue ;
473)

る。

to subdue lights that are unduly

又光力ノ余リ強キヲ減シ 或ハ彩色ノ

また、余りに強い光部を弱めたり、

obtrusive, or to give additional colour

勢力薄ク美麗ナラサルヲ補ク為メナリ

強さと豊かさが不十分な部分に色

and tone to those that are deficient in

や色合いを加える。

force and richness.
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474)

475)

Should it be necessary to lighten the

(翻訳間違い)

画面のあらゆる部分の色合いを明

tone of any part of the picture, this

或ハ図中一部ノ色ヲ輝照セシムル事

るくする場合、グレージングだけで

cannot be done by merely glazing;

アリ

は達成できない。

The tints must first be concealed with

斯ル時ハ先ツ輝カスヘキ部ノ色ヨ

このためには、最初に十分な体質

brighter colours, of sufficient body for

リ一段潤沢アル色ヲ以テ十分ニ其部

をもったより明るい絵の具で覆い、

that purpose, and the glaze may then

ヲ塗り隠シ 後潤色ヲ施コスヘシ

それからグレーズを行う。

The glaze should usually be darker

通例潤色下地ノ色ヨリ稍々暗昧ナル

グレーズは、通常グレーズが置か

than the ground colour upon which it is

ヘシ

れる下地の絵の具より暗い。

and, as a rule for the application of the

(翻訳省略)

そして、グレージングの使用の原

principle of glazing, it may be observed,

(そして、グレーズの使用の原理によ

理による決まりとして以下のことを

that the first painting of the picture

る決まりとして以下のことを述べる。)

述べる。

should be brighter than the subject

故ニ斯ル彩色ヲ施コスヘキ為メ下層

あとのグレージングは弱く暗くなり、

may require, in order that the

ノ色ハ過分ニ輝カシムルヲ定則トス

適度で効果的な色合いにするた

subsequent glazings may lower and

潤色ヲ為セハ其初メニ不当ニ光沢ア

め、最初の描画は必要なものより

obscure it to a proper and effective

リシモノモ程良キ色ト成ルナリ

鮮やかにするべきである。

It has been observed, that glazing is

(翻訳省略)

グレージングは一般的に薄めた透

generally effected by the application of

此法ハ総テ薄キ透明色ヲ現シタル所

明色によって効果を発揮すると述

diluted transparent colours;

(述べられてきた。)ニハ (それは、媒

べられてきた。

But occasionally semi-transparent

剤を多く混ぜて十分に透明にして用

しかし、たまに半透明の絵の具がこ

colours are used for this purpose,

いられる)半透明ナル色ヲ用ユル事

のために用いられる。

provided they be first rendered

アリ

それは、媒剤を多く混ぜて十分に

be applied.
476)

to be laid;
477)

degree of tone.
478)

479)

sufficiently transparent by the

透明にして用いられる。

admixture of a large proportion of
vehicle.
480)

These latter glazings are capable of

画中曖昧トシテ分明ナラザル部ノ色

後者のグレージングは画面の描写

being applied with excellent effect,

ヲ変シ 或ハ煙霧塵垢杯カ格段ナル

が不満足な部分の色を改善した

where it may be necessary to modify

趣キヲ現ハスニ 右ノ半透明ナル色

り、特別な効果、例えば煙や埃、霧

the

ヲ用ユレハ其効勝テヨシ

等を表現するのに優れた効果発揮

tones of those parts of the picture which

することが出来る。

do not appear satisfactory, or to produce
particular effects, such as
representations of smoke, dust, mists,
and the like.
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481)

It must,however, be carefully observed,

斯ル暗色ナル潤色ヲ施コスニハ 預

しかしながら、不透明色でグレーズ

that extreme caution is necessary in

メ意ヲ用ユル事緊要ナリ

するには細心の注意が必要である

glazing with opaque colours;
482)

ことを念のため述べよう。

because, if thus used in excess, they

何トナレハ暗色過度ナレハ透明ヲ失

なぜなら、過剰に用いれば透明性

will deteriorate the picture by

ヒ図穢損スヘシ

を壊し絵画をだめにする。

And it may further be observed, that

(翻訳省略)

さらに述べると、これをうまく用いる

the successful application of this, as

右ノ方法及ヒ其外緊要ナル方法ヲ施

には、他の重要な原理同様、経験

well as of any other important

コシ効験ヲ得ルニハ(他の重要な原

と判断にかかっている。

destroying its transparency.
483)

principle, will depend upon experience

ママ

理同様、) 軽 験ト思慮ヲ要スヘシ

and judgment.
484)

The acknowledged object of the process

(翻訳省略)

一般に考えられているこの行為の

is the attainment of harmony, force,

(一般に考えられているこの行為の目

目的は不完全な部分の調和や、強

and brilliancy, to correct what is

的は)潤色法ノ要ハ設色ノ音調相混

さ、輝きを正し、またずっと正しくて

imperfect,and to perfect what is so far

シ色ノ勢力光沢ヲ備フルニアリ(また

も不完全な部分を完全にすること

correct but ncomplete ;

ずっと正しくても不完全な部分を完

にある。

全にすることにある。)
485)

and hence the temptations to its use

(翻訳省略)

are exceedingly seductive.
486)

それゆえ、これを用いることには大
きな誘惑がある。

But when it is acknowledged also, that

(翻訳省略)

しかしまた、無分別な用い方をする

its injudicious use often produces that

潤色法ハ極メテ困難ナルモノニシテ

と見るも無残な皮のような退色をも

leathery discolouration so painful to the

初学ノモノ細心留意セザレハ(見るも

たらすことがよくあり、また時として

eye, and sometimes even an absolute

無残な皮のような退色をもたらすこと

全く鈍い単色調になることすらあ

and dull monotony, it can scarcely

がよくあり、)却テ画面ヲ鈍暗ナラシム

る。

excite surprise, that the student is

ヘシ

学生が、最初のグレーズを試みる

earnestly recommended to great

(学生が、最初のグレーズを試みるに

には大きな注意が必要であること

caution in his first essays in glazing.

は大きな注意が必要であることを強く

を強く要求するが、このことは大き

要求するが、このことは大きな驚きで

な驚きではない。

はない。)
487)

Assuredly the process cannot be

(翻訳省略)

altogether discarded ;
488)

確かに、過程を全て省略すること
は出来ない。

but it may be laid down as a rule, that

潤色ヲ施コスハ欠クヘカラザルモノナ

原則的にそれを用いるとしても、も

it should not be indiscriminately used,

レトモ 若シ他ニ此法ニ答フヘキモノ

し他の方法が同じ目的の答となる

when other modes answer the same

アレハ 夫レニ従フモ亦可ナリ

なら、無差別にそれを用いるべき

purpose ;

ではない。

511

489)

for, after all, it is preferable to obtain

畢竟潤色ヲ施コサズシテ 画ケル儘

結局、厚塗りで透明感が得られれ

transparency by solid painting, rather

ニ透明ヲ得ルヲ好トスレハナリ

ばグレーズを行うよりも望ましいの

than by glazing.
490)

491)

である。

Should a glazing produce a result

潤色ヲ施コシ意外ノ事ヲ顕ハストキハ

グレーズによって、意図したり期待

different from what was intended or

古切ヲ以テ其色料ヲ拭ヒ去ルヘシ

した結果と異なった場合は、グレー

expected, the glaze may easily be

若シ斑点 抔 ノ些少ノ所ナレハ指先

ズはぼろきれで簡単に取り除くこと

removed by a rag, or, if the spot be

ニテ拭フモ可ナリ

が出来る。

small , by the finger, provided the

但シ色料ノ固着セサル内ニ速カニ拭

また、場所が小さく、まだ取り除け

removal be effected immediately, that

ヒ去ルヘシ

るようであれば指ですばやく除く。

など

is, before the glaze has had time to

それは、グレーズがまだ固まらず、

fasten itself upon, or to soften, the

置かれた絵の具がやわらかくなる

colour on which it is laid;

前に行う 22。

and in no case must glazing be

且ツ又下層ノ色料全ク乾カサル内

そして、絵の具が、完全に乾燥して

attempted before the colours, over

潤色ヲ施ス可カラス

固まる前にグレーズを行おうとして

which it is laid, have become perfectly

はならない。

dry and firm.
492)
493)

494)

IMPASTING.

インぺスチング

煉固法

インペースチング

E

In oil painting, the shadows, or dark

油画ニテ図ノ陰影暗黒ナル部ハ色

油絵においては、影や暗部は薄く

portions of the picture, are painted

料ヲ薄ク布着スレトモ 光輝セル部ハ

塗る。

thinly ;

筆鏑ニ濃キ色料ヲ含シメ厚ク煉着ス

while the lights are laid on, or

一方で、明部は筆に絵の具をたっ

"impasted," with a full pencil and a stiff

ぷりつけ、固練りの絵の具で描く。

colour.
p.37
495)

In the lights of the foreground, and of

前景抔ノ日向ニハ縦ニ色料ヲ稠粘

前景の明部や遠景や下がっている

parts not intended to be remote or to

シテ周着セシム

ようにしない部分はインペースチン

"retire," the "impasting" should be bold

グは大胆に自由に行うべきである。

and free;
496)

497)

一方で、より明るい場合は、あまり厚塗りはしな

一方で、より明るい場合は、あまり

一方で、より明るい場合は、あまり

い。

厚塗りはしない。

厚塗りはしない。

煉固法ヲ行フニ制限スヘキ事アリ

しかし、それを行うのは制限があ

There is, however, a reasonable limit to
the practice ;

る。

(佐)「もっとも、グレーズの除去は、直ちに、すなわちグレーズ層が定着したりグレーズ層
の下層にある色になじむほどの間を空けないで行うことが条件である」であるが、“soften”は
「なじむ」ではなく、
「柔らかくする」が正しいと考えられる。
22

512

498)

499)

since actual protuberance or prominence

若シ思慮ナク色料ヲ厚ク固着シ現

なぜなら実際の絵の具のこぶや突

of the paint itself will, in certain lights,

ニ面画へ凸起セシムレバ 光輝セ

出は実際に明るい部分に偽りの影

produce a false shadow, and therefore a

ル部ノ傍ニ無根陰影ヲ生シ成果ヲ

を作り悪く間違った効果をもたらす

bad and false effect.

甚タ見憎キモノナリ

からである。

This ｗｉｌｌ be understood, from observing

畢竟画具ノ濃キ魂積ヲ堆ク固着シ

これは、画面の上に厚い塊として

that the loading of thick masses of colour

図面ヨリ著シク凸起セシムル所以

積み重なっている絵の具を表面か

upon the picture, so as to make them

ハ 其塊形実ニ天然ノ日光ニ依り

らかなり突き出すことは光で強く照

project considerably from the surface, is

強ク輝照サルルカ如クナラシムルノ

らされた画面の上で起こる出来事

done with the view of their being strongly

思意ニシテ 之ニ依テ巧ニ其形ノ

として観察されうる。

illuminated by light actually incident

円団凸凹ヲ分明ナラシメ 或ハ光

そして、丸みと浮き彫り、磨いたも

upon the picture,

滑ナル表面並ニ光点ノ燦然タル趣

のや光り輝く先端を自動的に作り

and of thus mechanically aiding in the

キヲ現出セシムル為ナリ

だす。

But this artifice must be had recourse to

然レトモ斯ル奇巧ノ術ヲ施コスニハ

しかし、この工夫は控えめに用心

sparingly and cautiously ;

頗ル細心セサレハ 却テ趣向ヲ損

深く行わねばならない。

else it defeats its own object, and

シ其成功粗糙ナルヘシ

production of roundness and relief, or in
giving a sparkling effect to polished
objects or glittering points.
500)

501)

502)

さもなくば、そのものをだめにして、

produces a coarse and vulgar air and

粗野で下品な雰囲気に効果にな

effect.

る。

The paletteknife has always been a

色料ヲ調粘シテ固着スルニ「ハレッ

パレットナイフは常にインペースチ

favourite instrument of this "impasting,"

トナイフ」 ヲ用ユレハ 絵具ニ爽快

ングや絵の具を置くのに好ましい

or laying on of colour, capable as it is of

ナル光沢ヲ生ス

道具である。それは 心地よい輝き

producing an agreeable brightness on,and

平滑ナラシムルニ頗ル便宜ヲ得へ

や適度な平滑さを絵の具に与え

of giving an appropriate flatness to, the

シ

る。

A clear and appropriate tint, for instance,

(翻訳省略)

澄んだ適度な色合いで、例えば空

skilfully swept across a sky by these

譬へハ天空抔ノ清キ色ヲ為ニ此ノ

をこのような方法で巧妙になぞる

means often produces a surprisingly

具ヲ以テ巧ニ塗抹セバ(驚くべき輝

と、しばしば驚くべき輝かしさと魅

brilliant and charming effect.

かしさと魅力的な効果)奇工ナル色

力的な効果がもたらされる。

pigment.
503)

ヲ生ス
504)

(翻訳省略)

None, however, let it be carefully

しかし注意を持って述べなければ

observed,but the most experienced hand

ならないのであるが、この最も難し

should attempt this most difficult and

く危険な工程は最も経験を積んだ

dangerous process.

ものだけが試みることが出来るので
ある。

505)

SCUMBLING.

ス カ ンブリング

AE

滃 搭法
E AE

513

E

スカンブリング

506)

Scumbling, the opposite process to that of

(追加説明)

スカンブリングはグレージングの対

glazing, is done by going lightly over the

此ノ法ハ潤色法ト相反シ 通常白

極をなす工程であり、一般に白を

work with an opaque tint, generally

色ノ多量ヲ混シタル不透明ヲ薄ク

混ぜて作った不透明な色合いを薄

produced by an admixture of white.

画中ニ布クナリ

くかけることで行われる。

For this purpose a hog-hair brush is

此法ニハ豕毛筆ヲ用ヒ 之ニ極メテ

このため、豚毛筆を通常使用し、

usually employed, charged with colour

少許ノ絵具ヲ含マシメ 既ニ彩色セ

絵の具をつけるが控えめにする。

but sparingly;

ル上ニ甚ダ薄ク緩カニ布クヘシ

and with it the tints are drawn very

但潤色法ノ如ク能ク乾燥セル後施

thinly, and somewhat loosely, over the

コスヲ要ス

p.38
507)

508)

509)

そして、既に塗られた絵の具の上
にとても薄くいくらか粗く置く。

previous painting, which, be it observed,

その絵の具は、グレージングの時と

should, as in the case of glazing, be dry

同じように乾燥して固着していなけ

and firm.

ればならない。

Scumbling is used to modify certain

此ノ彩色ヲ成セシ部ハ以前ヨリ清

スカンブリングは描かれた部分を

effects, by rendering the portion, to which

涼ニシテ灰色ヲ生シ 朦朧曖昧

前よりもより冷たく、灰色に、実際の

it is applied, cooler, grayer, and in fact

タル趣ヲ現シ 或ハ余リ近ク見ユル

ところより曖昧にすることで、あまり

less defined, than it was before, and to

物形ニハ空気ヲ蒙ラシメ 遠隔セ

に近くに見える対象に大気と距離

give air and distance to objects that

ル有様ヲ与フヘシ

を与える。

It is thus of service both in correcting a

(追加説明)

このようにして、色の濁りや汚れ、

tendency to muddiness or dirtiness of

斯ル故ニ色料ノ穢ヲ改良シ 物形

固さや細部がはっきりしすぎている

colour, and to what may be called

ノ巨細明瞭ニ過クルヲ防キ色ノ強

と言われるところを正す。また色が

hardness or over－distinctness of detail,

烈ナルヲ減シ 或ハ色ノ相互ニ著

強すぎて、色の対比が強すぎると

and in weakening the force of colours,

シク競争(赤ト緑ノ如シ) セル部ヲ

ころを和らげつなげる。

that are too powerful, by softening and

暈シ 以テ相調和セシムルノ用ナリ

seemed too near.
510)

uniting such
tints as may be too violently contrasted.
511)

512)

It will be thus seen that the judicious

潤色法ト滃搭法ヲ巧ニ相混用セハ

スカンブリングとグレージングをうま

combination of Scumbling and Glazing

美艶透明ナルモノヲ得 且一法ノ

く組み合わせれば豊かで輝かしく

will produce richness, brilliancy, and

妄用ヨリ生セル欠典ハ 他法ニ依

透明感が得られる。

transparency ;

テ改良シ 相互ニ其誤謬ヲ修理ス

and that thus each is, to some extent,

ルニ便ナリ

そして、この双方はある程度は、片

calculated to remedy the defect produced

方を自由に使いすぎたために生じ

by the too free use of the other..

た欠点を修正するのに適してい
る。

514

513)

Let it be borne in mind that it is desirable

滃搭法ハ成ル可ク陰影ノ部ニ施コ

なるべく影部にスカンブリング

to avoid, as far as possible, scumbling

サヽルヲ要ス

を施さないようにすることが望まし

over shadows, as an inexperienced hand

未熟ノ手腕ハ為メニ其透明ヲ損害

いということを覚えておくべきであ

might thus destroy their transparency.

スヘシ

る。
なぜなら、経験のない腕で行うと透
明感が損なわれるからである。

514)
515)

516)

HANDLING.

ハント
AE

リン

運 筆
EA

AE

ハンドリング
E

By "Handling”, is meant the mechanical

(翻訳省略)

ハンドリングは、鉛筆や筆を機械的

use of the pencil, or brush;

「ハントリング」 ハ筆ノ運用ヲ云フ

に用いることを意味する。

exhibiting the artist's power of adapting

枝葉森林泉水等ノ(異なるテクスチ

これは、木の葉や樹木、水等の異

certain modes and processes in the

ャー)光景ヲ画クニ夫々ノ法方ヲ仕

なるテクスチャーを表現し示す場

expression and representation of the

用スヘキ

合に、ある種の型や操作を適応さ

different textures of objects, such as

画工ノ腕力ハ運筆ニ依テ顕ルヘシ

せる画家の力量を表す。

" Handling “ is not merely a freedom or

運筆ハ唯筆ヲ自在ニ仕用スルノミ

ハンドリングは、鉛筆や筆を自由自

playfulness of the pencil, or brush, but a

ナラズ

在に操ることだけではなく、対象の

power of justly delineating the form of

画ク可キ物形ヲ真ニ摸製スルノ力

形を正確に描く力である。

the object intended;

ナリ

foliage ,wood , water, and so on.
P．39
517)

518)

for it must be remembered that, in

(翻訳変更)

それで、描くときは筆は常に描く形

painting, the brush is constantly employed

毛筆ヲ仕用スルモ 亦石筆ヲ使用

に合わせて用いねばならない

in drawing forms.

スルノ意ト同一ナル事ハ常ニ心ニ
記臆スヘシ

519)

Hence every painter falls into a manner

総テ画ヲ作ルニ 面工ノ意ニ従ヒ

それゆえ、画家は皆彼の筆跡と同

or style of painting as peculiar to himself

各々其個有ノ習慣アリ

じように描画の手法や様式が彼独

as is his handwriting;
520)

自のものになる。

and his brush ought therefore to be as

故ニ自カラ共ノ彩色法ヲ異ニス

そして、彼の筆はペンで書くのと同

much under his command in painting, as

随テ又其筆モ異ナルアリ

じように、全てが彼の意図のもとに

his pen is in writing.

猶書ヲ為スモノ其書法ヲ異ニシ

おかれる。

筆モ亦異ナルカ如シ
521)

The young artist should not, however, be

初学ノモノハ諸所ニ筆ノ踪跡ヲ現

若い画家は彼の意図を表現したく

led away by his desire to display spirit, so

ハサント欲シ 遠近ニ係ラス縦ニ運

て、彼の細筆の筆触をいたるところ

as to leave the marks of his pencil

筆スルノ弊ニ流レザルヲ要ス

で目立つようにするべきではない。

This is to be particularly guarded

遠景ノ物形ノ如キハ殊ニ巨細ナル

これは特に遠景のものは、

against in distant objects, where

ヲ嫌フ

やや不明瞭であるから避けねばな

everywhere visible.
522)

distinctness is rather to be avoided ;

らない。

515

523)

524)
525)

526)

for by too much pencilling and too

故ニ若シ縦ニ運筆シ 物形ヲシテ

なぜなら過度の筆触と精密な素描

accurate drawing, they lose the effect of

明ナラシムル時ハ遠近ノ差ナカル

は距離感を損なうからである。

distance.

ヘシ

LIGHT, &C.

光線ヲ定ムルノ法

光等

The position of a painter at his easel

凡画工ノ坐スヘキ位置ハ 日光ヲ

画家のイーゼルに対する位置は、

should be such, that his work may receive

画室ノ窓ノ上部コリ導キ 之レヲ左

次の様であるべきである。

the light from his left, falling upon it only

ノ方ヨリ画面ニ受ケ 窓ノ下部ハ緑

光は彼の画室の窓の上部分からだ

from the upper part of the window of his

色ノ切カ又適宜ノモノニテ覆フヘシ

け注ぐようにして、彼の作品の左に

painting room, the lower part being

あて、窓の下の部分は緑のベーズ

darkened by a piece of green

(緑色の布)やなにか他の適当なも

baize, or by any other suitable means.

のによって暗くする。

A light which proceeds from the north is

(追加説明)

光は、北側からのものが最良であ

best, because, in our latitude, it is most

総テ日光ハ北方コリ受クルヲ良トス

る。なぜなら、我々の緯度では、そ

uniform throughout the day.

畢竟北緯三四十度(これは本州の

れが一日を通じて最も均一である

緯度、ロンドンは 51 度)ノ地ニ於テ

からである。

ハ北方ヨリ受クル日光ノ勢力ハ 終
日平等ナルカ故ナリ
527)

If, however,, this is not practicable, it

然レトモ 実際行ヒ難キ処ニハ

しかしながら、これは現実的ではな

may be enough to paint in a light not

只日光ノ直ニ照サザルヲ要スヘシ

く、太陽の光線が直射する下で描

under the direct rays of the sun.
528)

529)

In landscape, it is usual to work from a

かないのであれば十分である。
(翻訳省略)

屋外においては、あらかじめ自然

drawing or sketch previously taken from

からの素描やスケッチを行うのが普

nature, which need not therefore be

通である。それゆえ、それは、肖像

placed in any particular light, as in the

画家のモデルの場合のような 特

case of the model of the portrait painter.

別な光の中で行う必要はない。

But it is advisable that the young artist

初学ノモノハ時々室ヲ替へ日光ヲ

しかし、若い画家は、時々作品を

should test the quality and power of the

種々ノ位置ニ受ケ 其性質勢力

他の部屋へ運び、違った場所や向

light under which he paints, by

ヲ検査スル事ヲ勤ムヘシ

きからそれを眺めることで彼の描く

occasionally taking his work into other

場所の光の質と力を吟味するべき

rooms, and so viewing it under different

であると言っておこう。

positions and aspects;
p.40
530)

he may ,else, be misguided by the

然ラサレバ時トシテ日光ノ模様ニヨ

さもなくば、彼は作品が時としてお

peculiar appearance which paintings

リ 画図ニ意外ノ趣キヲ現シ大ヒニ

かしく見えることで、誤らせることに

sometimes assume;

疑惑セシムル事アリ

なるであろう。

516

531)

for the striking effects of a too confined

日光ノ注入ヲ限制セル稍々暗昧ナ

なぜなら、ある程度暗くした部屋の

light , in a partially darkened room, may

ル室中ニテ画ケハ 共陰影ノ部ヲ

あまりに乏しい光による強い影響に

cause him to give to his shadows a force

強烈ナラシムルト難トモ 充全ナル

よって、十分な日の光で見ると彼の

and intensity which may be weak and

光所ニ携へ之ヲ見ルニ 其陰影軟

作品の影の強さや濃さが弱く目立

insipid, when the work is viewed in the

弱稀薄ナルヘシ

たなく見えるようになるからである。

and ,conversely, colouring executed in too

又之ト相反シテ頗ル晴明ナル場所

そして逆に言えば、あまりに光の満

broad a light may appear coarse and

ニテ着色セルモノハ 光明稍ヤ減

ち溢れた中で絵の具を塗ると、光

harsh, when seen under another aspect,

少セル所ニ移セハ 設色粗悪ヲ現

が調節されやわらげられた他の場

in a light modified and subdued.

スヘシ

合では、粗雑で、不快に見える。

Again; reflections from the internal

画室ノ壁並ニ器具ニヨリ返照セル

さらに、画質の中の物や壁や家具

objects, and from the wall and furniture

日光ヲ避クルヲ要ス

の反射を避けねばならない。

(翻訳省略)

なぜならそれらは、邪魔になり錯覚

是レヨリシテ種々(邪魔になり錯覚)

を起こすからである。

full light of day;
532)

533)

of the painting room, must be avoided ;
534)

for they embarrass and deceive.

害ヲ生スル事アリ
535)

In fact, the larger the room the better;

室ハ広キ程ヲ良トス

実際、画室は広いほどよい。

536)

and it should be kept as free from dust as

(翻訳間違い)

そして、なるべく埃を避けなければ

possible.

畢竟塵垢ノ憂ヒ少ナキ故ナリ

ならない。

Accuracy of drawing is of the first

第一大切ナルハ画稿ヲ描クノ精密

素描の正確さが最も重要である。

importance ;

ナルニアル

and any test of accuracy in this respect is

反覆試験シテ精巧ヲ得ルヲ得ス 23

537)

538)

most desirable.
539)

540)

この点に関する正確さを調べること
が 多くの場合望ましい。

Errors in drawing may be readily

画稿ヲ描キ謬誤アル時ハ 鏡ニ映

素描の間違いは鏡の助けで見付

detected by the aid of a looking-glass ;

シテ之レヲ見出シ得へシ

かる。

for, if the image of a picture present

図中ノ物形 目ニ不快ナル形ヲ感

なぜなら、もしなにか不満足な映像

anything unsatisfactory to the eye, the

セシムル時ハ 其図自カラ改正ヲ

があれば、作品そのものがなにか

picture itself requires correction in that

要スヘシ

修正を必要としているからである。

其理ハ解キ明カサズシテ明瞭ナリ

その理由は、説明を必要としない。

(翻訳省略)

以下のルールはあまり厳しく強制し

particular.
541)

The cause is too obvious to need
explanation.

542)

The following rule cannot be too
stringently enforced:-

23

要ス

すぎることはない。
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543)

Cautiously avoid contracting habits of

(翻訳省略)

身についた手順と、画材の片付け

carelessness, both in the arrangement

の双方の不注意の習慣を避けるよ

and in the putting away of your

う用心すること。

materials.
544)

Neglect and carelessness in this respect

(翻訳省略)

この点に関しての無関心と不注意

are marks of a weak and slovenly mind,

は心の弱さとだらしなさの印であ

－of a mind incapable of attaining habits

る。それは、手順と整頓の習慣を

of method and order.

得ることが出来ない心である。

p.41
545)

PART Ⅲ.

第三章

第三章

546)

PRINCIPLES ANID RULES FOR

(翻訳省略)

風景画を描くための原則と決まり。

着色順序

絵の始め方と描き方

TEERE is no exact system upon which a

凡ソ景色ヲ画クニ一定セル法則ナ

風景を描くのに、完全な方法はな

landscape should be painted, for results

シ

い。

equally good and agreeable arise from

畢竟如何ナル方法ニ依ルモ其ノ成

LANDSCAPE PAINTING.
547)

ON THE MODE OF COMMENCING
AND CONDCCTING A PICTURE.

548)

various modes of proceeding;

549)

マ

マ

功ノ善美爽快ナルハ 底倒

ような優れた満足する結果となるか

同一ナレハナリ

らである。

in fact, almost every painter of eminence

実ニ巧妙ナル画師ハ各自ニ一個ノ

実際のところ、ほとんどすべての有

and experience has a distinctive mode

法方ヲ設ク

名で経験のある画家は彼独自の方

and system peculiar to himself.
550)

なぜなら、様々な方法によって同じ

法と大系を持っている。

There are, however, certain rules which

然レトモ 爰 ニ多少トキ注意スヘキ

しかし、多少とも気をつけなければ

must, in a greater or less degree, be

方法アリ

ならない確かな決まりがある。

and in detailing these rules a mode of

(翻訳省略)

手順の決まりの詳細は、初心者に

proceeding is selected, which is not only

(手順の決まりの詳細は、)此方法

最も容易であるだけでなく、今日の

easiest to the beginner, but practiced by

ハ初学ノ為メノミナラズ 当時良工

最高の風景画家の幾人かにも用

some of the best landscape painters of the

ノ山水画家モ亦タ行フモノナリ

いられている。

画ヲナサント欲シ 最第一ニ着手ス

最初に行うのは、適当な大きさのキ

こ こ

observed ;
551)

present day.
552)

553)

The first thing to be done is to select a
canvas of a moderate size,-about 18

ヘキハ 画布 ヲ撰ムニアリ(丈ケ一

ャンバスを選ぶことである。

inches by 12, or 20 inches by 14..

尺八寸巾一尺二寸

約 18 インチ×12 インチ又は 20 イ

カンバス

或ハ二尺ニ

壱尺四寸位)

ンチ×14 インチがよい。

Larger sizes are difficult and

余リ広ケレハ落成ニ至リテ困難ヲ

これより大きいと仕上げるのが難し

unmanageable in the finishing ;

生シ 且ツ取扱ヒ不便ナリ

く、扱いにくい。

518

554)

smaller ones are apt to engender a petty

又余リ狭キハ卑陋ニシテ成果甚タ

これより小さいと、作品の様式がこ

and confined style of work.

見憎シ

じんまりと限定的になりがちであ
る。

555)

The selection of the canvas, with a light or

(翻訳間違い)

キャンバスは明るいかクリーム色の

cream-coloured ground, being thus made,

画布ノ地ハ光沢アリテ乳酪色ノモノ

地のものを選び、下描きをはっきり

let the design be drawn upon it with a firm

ヲ撰ミ 先ツ画クヘキ物ノ輪郭ヲ分

と厳密な線で描く。

well-defined outline.

明ニ引クヘシ

p.42
556)

For this purpose much time can be

(翻訳間違い)

そうすると、多くの時間を節約する

saved, and a good effect produced by, the

下画ヲナスニハ多分時ヲ費シ精巧

ことができる。そして、水彩絵の具

judicious employment of water colours ;

ヲ得へシ

を用いると優れた効果がもたらされ

且ツ水画具ヲ以テ巧ミニ下画ヲナ

る。

サハ 成果極メテ良シ
557)

a mode of proceeding now common, and

下画ニ水彩ヲナスノ法ハ 当時普

このような方法は、今日広く一般に

extensively recognized.

ク行フモノニテ世人ノ能ク知ル処ナ

知られている。

リ
558)

It will be found that the difficulty with

油ノ地へ水絵具ヲ施コスハ至テ難

油地に水彩絵の具を定着させるこ

arises in making the water colour adhere

キ事ナレトモ 色料ニ混スヘキ水ノ

とに困難が生じることがあるが、こ

to the oil ground, may be overcome by

中へ少許ノ 牛 胆 ヲ和スレハ

れは、絵の具に用いる水の中に少

mixing a little ox-gall in the water used

色科白在ニ布着スヘシ

量のオックスギャルを混ぜることで

ヲクス

ゴール

for the colour.
559)

560)

解決できることがわかるであろう。

This being done, tint the lower part of the

偖 テ水絵具ヲ施コスニ「ヱルロ－

これが終わったら、澄んだ暖かい

canvas in a clear warm tone, with a

ヲヽカー」及ヒ 「ベネシヤンレツト」

色合いを水彩絵の具のイエローオ

mixture of Yellow Ochre and Venetian

ノ混合ヲ用ヒ或ハ 「ボルントシンナ

ーカーとヴェネチアンレッドを混ぜ

Red, or with a pale hue of Burnt Sienna, in

ー」 ヲ以テ画布ノ下部ニ彩色スヘ

たものや薄いバーントシエンナで

water colour.

シ

キャンバスの下層に施す。

さ

EA

The upper or sky part of the canvas being

上部ノ天空ノ部ハ残シ置キ

地平

キャンバスの上部即ち空の部分は

left clear, commence the work lightly

線ノ辺ヨリ初メ次第ニ下部ニ及ビ色

塗り残しておき、地平線が見えると

about where the horizon will appear, and

ヲ漸々濃クナスヘシ

ころから軽く描き始め、下に行くに

gradually strengthen the tint as you

従って徐々に色を強くする。

descend.
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561)

The tint so laid being quite dry, sketch

(翻訳省略)

accurately, with washes of Burnt Umber

此ノ色料全ク乾キテ後チ(水彩絵の

この色が完全に乾いたら、水彩絵
の具のバーントアンバーやバンダ

or Vandyke Brown, in water colour, all

具)「ボルントアンバー」歟 又ハ

イキブラウンの淡彩で下描きを正

the objects of your design, making more

「バンダイキブラヲン」ヲ以テ 渲淡

確に描く。

particularly, with some degree of finish ,

シテ 人物或ヒハ前景ノ物形密ニ

描きたい全ての物を描き、特に人

the figures and foreground details.

画クヘシ

物や前景の細部はある程度しっか

(描きたい全ての物を描き、特に人

りと仕上げる。

や

物や前景の細部はある程度しっか
りと仕上げる。)
562)

These brown shadows, when worked over

(翻訳省略)

このような茶色の影部は、半透明

with semi-opaque grays, or with other

斯ル下画ノ上ニ(茶色の影部は、

の灰色や他の色で覆われると、透

colours, whether transparent

半透明の灰色や他の色で覆われ

明であれ半透明であれ前景や中

semitransparent, give to the foreground

ると、透明であれ半透明であれ前

景に見事さを与える。

and middle-distance a

景や中景に)他ノ色料ヲ布着スル

それは、初心者には他の手の込ん

richness which the beginner would

時ハ 初学ノ者如何ナル方法ニテ

だ方法では得ることが出来ないで

probably fail to obtain by other and more

モ得難キ美艶ヲ現ス事ヲ得ヘシ

あろう。

右ノ如ク下画整頓セシ後チ 油ノ

下描きを描いたら、今から計画的

色料ヲ施コス事ニ及フヘシ

な絵画の描写を始めよう。

For the convenience of description, it will

今其方法ヲ辨明セシムルノ便トシ

説明の便宜のため、手作業の異な

be expedient to designate the different

テ 之レヲ三区ニ分チ 第一彩色

る部分を、進行に応じて第一、第

portions of the work, in its progress, as a

第二彩色 第三彩色トス

二、第三の描写として便宜的に示

or

elaborate means.
563)

Tｈｅ sketch being thus laid in, the
systematic painting of the picture may
now be commenced.

564)

first, a second, and a third painting;
565)

the first painting consisting of the early

す
第一彩色ハ鈍暗ナル色ヲ施コシ

or dead colouring ;
566)

第一の描写は最初の即ち死色に
ついてである。

ウキアガリ

the second, being that in which the

第二ハ諸物形ヲ 隠起 セシメ落成

subject is brought forward to receive the

ニ及ハシムルノ彩色ニシテ 第三

finishing work, which work constitutes

ニ至リ 弥々落成ヲナス事ナリ

第二は、対象物を浮き上がらせ作
品に完成をもたらすもので、それは
第三の描写をなす。

the third painting.
p.43
567)

It may be observed, that the landscape

右彩色ノ順序ヲ挙クルト雖トモ 山

風景画家はこの体系的な段階を厳

painter cannot rigidly adhere to this

水画ヲナスニハ 画者ヲシテ此順

密、忠実に守ることは出来ないで

systematic division, which may be

序ヲ固守セシムルヲ得ス 此順序

あろう。

followed out with advantage by the

特ニ便益ヲ供フルハ肖像人物画ニ

これは、人物の肖像画家が従うの

portrait or figure painter.

アリ

によい。
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568)

THE FIRST PAINTING.

第一彩色

第一の描写

569)

Have near your easel a slab of ground

(追加説明)

厚い練り板をイーゼルの近くに置

glass, on which you can temper and

第一彩色ニ於テハ又画者ノ適宜ニ

き、その上でパレットにおく前に、

prepare your tints to a proper hue and

任ス事アリ

色を媒剤と混ぜ適度な色合いと固

consistency, before they are transferred

先ツ三脚架ノ辺リへ研キタル硝子

さにする。

to the palette ;

板ヲ近ツケ 此上ニテ色料ヲ煉り適
宜ノ色ヲ製シ 之レヲ絵具板へ移ス
ヘシ

570)

and bear in mind this important maxim,

多数ノ色料ハ小数ノ色料ノ如ク容

最も重要なことは、あまりに多くの

that a large number of tints cannot be

易ニ扱ヒ難シ

色数はより少ない色数と同じように

managed with the same ease as a

は扱えないということを覚えておこ

smaller one.
571)

572)

う。

A set of tints, of the hues required for the

偖 天空及ヒ遠景ノ色料ヲ先ツ用意

sky and for the distances is now mixed ;

シ

and you commence with the blue of the

天空ノ藍色ナル処ヨリ起手シ

そして、空の青色から始め、下の方

sky, working downwards, and securing a

漸々渲淡シテ下部へ移リ

へ描き、きちんと濃淡をつけてい

さて

EA

proper gradation of colour ;

空と遠景に必要な色を調色する。

く。

573)

then follow the distances, mountains, &c.

次ニ遠景山峰等ニ及ブ

574)

The same tints are employed throughout

此ノ彩色ノ間ハ同一ノ色料ノミヲ用

これらの色は、いくらか深い灰色で

this part of the work, only somewhat

ヒ 稍々其色ヲ深濃ナラシム

強められるのみで、この部分全体

strengthened by deeper gray
tones,which , in the after paintings, are

かか

AE

次に遠景や山等を描く。

斯 ル色ハ後ニ至リ 前景固有ノ彩

に同じように用いられる。それは描

色ニテ漸々消滅セシム

写後は、前景の固有色によって

EA

gradually abandoned for the local colours

徐々に覆われる。

of the foreground.
575)

The sky and the distance being thus laid

右ノ如ク天空遠景ヲ画キタル後チ

空と遠景がこのように塗られたら、

in, the work is left to dry, else the colours

ハ暫ク乾燥セシム

作品を乾燥させる。さもなくば、中

of the middle ground would be sullied by

然ラサレハ其ノ素色ノ為ニ中景ノ

景の絵の具は、空や遠景の不透明

the opaque grays of the sky and the

設色ヲ汚損セシムヘシ

な灰色によって濁ってしまう。

It would obviously be an error to lay in

中景ニ斯ル素白ノ設色ヲナスハ全

中景を灰色がかった色で塗るのは

the middle ground in gray colour;

ク過誤ニテ

明らかに間違っている。

for, were this done, there would be lost

若シ之レヲ施コス時ハ中景ノ透明

もしそうすると、キャンバスの本来の

that transparency and that clearness

清浄ナル趣キヲ失フヘシ

地塗りによってのみ得られ、ある程

which are to be produced only by the

中景ニ透明清浄ヲ得ルハ 特ニ画

度最後に得られる透明感や清涼感

original ground of the canvas being

布地ノ本質ヲ保存シ置キ 後ノ彩

が失われてしまうであろう。

preserved, in a certain degree,

色ニ依テ之レヲ得ルニアリ

distance.
576)

577)

to the last.
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578)

579)

The mode of applying the colour to the

画布へ着色スルニハ図ノ左方ナル

キャンバスに絵の具を塗る方法

canvas is chiefly by touches or pats of the

上部ノ角隅ヨリ初メ 遂次ニ右ノ方

は、主に筆を描いたり軽く叩いたり

brush, in succession, from left to right,

へ移り 筆鎬ヲ以テ画布ヲ打和 24

して、連続して左から右へ、画面の

beginning at the left upper angle of the

シテ色料ヲ布着スヘシ

左上角から始め、絵の具を全体に

picture, and laying the colour in nearly of

厚薄ナク 25稍々一様ナラシムルヲ

the same thickness throughout.

要ス

It must again be carefully observed, that

(翻訳変更)

もう一度注意して言わねばならな

the colour should be tempered with a

絵具ヲ脆弱ニシ自在ニ仕用スル為

いのだが、絵の具は適量の媒剤で

proper quantity of vehicle, that it may

メ程ヨク油ヲ加フヘシ

薄めて調節し、明快で心地よいも

work crisply and pleasantly; and , above

然ル時ハ僅カノ色料ヲモ広ク布散

のとし、とりわけ控えめにキャンバス

all, that it be laid sparingly upon the

セシムル事ヲ得へシ

に置かねばならない。

Short-haired brushes are best

少許ノ色料ヲ附着スルニハ 短毛

短毛の筆は少量の絵の具で描くと

adapted for painting with little colour.

ノ筆ヲ便トス

きに最適である。

A quantity of heavy colour, in one layer

濃キ色料ヲ再三重複シテ塗抹スレ

たくさんの絵の具を何度も重ねると

over another, prevents the due modelling

ハ 程ヨキ物形ヲ損シ 或ハ全成ヲ

適切な量感と完成を妨げる。

and proper perfecting of the work..

妨クヘシ

色料ハ

だいたい同じ厚さで塗る。

canvas.
580)

581)

582)

583)

And

again

and

again

it

must

be

(翻訳省略)

remembered, that too much attention

ばならないのであるが、優れたよく

cannot be given to the procuring good and

出来た筆を入手する様、気をつけ

well-made brushes.

すぎることはない。

In laying on, or " impasting " the lights,

光リヲ煉固スルニハ 筆鏑ノ梢ヤ長

光部を塗ったりインペースチングす

the brushes should be rather longer than

キヲ良トス

るには、通常よりも長い筆を用いる

those used for the general painting;
584)

because such a brush will be found to yield

べきである。
(翻訳省略)

the colour more readily.
585)

586)

588)

24
25

なぜなら、そのような筆は、塗りや
すいからである。

Still it must not be so long as to be

然レトモ余り長クシテ腰ノ弱キハ悪

しかし、腰が弱いほど長すぎては

weak;

シ

ならない。

and it should be made of a soft even

毛軟弱ニシテ弾力アルヲ要ス

そして、柔らかく剛毛であるべきで

bristle.
587)

そして何度も何度も念頭に置かね

ある。

In the first painting, the lights are laid on

第一彩色ニテ光ハ稍ヤ厚ク布着ス

第一の描写では、光部は普通の絵

with a moderate quantity of colour, the

レトモ影ハ稍ヤ薄ク彩色ヲナスニハ

の具の量で塗り、影部はより薄く塗

shadows being put in more thinly.

運筆凝滞セスシテ筆痕堅固ナルヲ

る。

Let all the tints be introduced in a firm

要ス

全ての色はしっかりと明確な手順

and clear manner, without much mixing or

布着セシ色料ヲ筆ニテ再三混合煉

で塗り、過度に混ぜたりいじったり

teasing with the brush ;

捜スルヲ禁ス

しない。

だ こ う

岡忠精本、打扣
岡忠精本、厚濃なくまた淡泊なく
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589)

590)

591)

for, by laying them on in this firm way, you

然ラサレハ清浄ナル色料ノ質ヲ損

このようなしっかりとした方法で塗る

prevent the occurrence of a certain turbid

害スヘシ

と、いじりすぎるとなりがちな、濁っ

or muddy appearance, which colours are

たりくすんだりすることが避けられ

apt to assume when much worked about.

る。

Having mixed a well-ordered set of tints,

諸色料ヲ能ク調和混合セル後チ

各色をよく調色して手はずを整え

arrange, and lay them carefully in their

夫々適宜ノ部ニ布着シテ色ヲ整頓

それぞれの場所に絵の具を互いに

places, on the work, without confusing

セシムヘシ

ごちゃごちゃにしないように置く。

them with each other.

但シ各色相互ニ混セルヲ要ス

For this purpose, be careful to place every

然レトモ又互ニ隔離セスシテ成ル

そのため、各色を一度になるべく

colour at once, as nearly as possible, where

ヘク相接触セシムヘシ

接近して塗られていない部分を注

it is to remain.

意深く置く。

p.45
592)

Whenever, in the early painting, parts

第一彩色ニテモ所ニヨリ全備スル

最初の描画で完全に正確な色で描

are laid of a perfectly correct hue, those

色ヲ設クル時ハ 再ヒ筆ヲ蝕ルヘカ

かれた場合はいつも加筆すべきでは

places must be exempt from further

ラス

ない。なぜならこれらは、常にすばら

retouching, as they will always thus

斯ル部ハ常ニ透明美麗ナルヘシ

しい透明感と美しさを持っているから

have the greatest transparency and

である。

beauty.

593)

By not going too far in the first painting,

第一彩色概略ノ処ニテ止マリ速カ

第一の描写ではあまり急がず乾燥す

and by allowing it to dry, the student

ニ乾燥セシムヘシ

るまで放置しておき、学生が素描と第

secures the drawing, as well as the

然ル時ハ下画ノ図ヲ取リ乱サス 且

一の描写の純粋さと明瞭さを保つ。

purity and clearness of his first painting.

第一彩色ノ情浄ナル色ヲ保存スル
ニ良シ

594)

This course is advisable, until he has

是色料ノ用法ヲ習熟セサル初学ノ

この方法は、いくつかの絵の具による

had some practice in the manipulation of

モノニハ最モ緊要ナル事ナリ

描写の実践方法を得るまでは望まし

colours.
595)

596)

い方法である。

Unless indeed the colours be allowed to

第一彩色ヨリ第二彩色二移リ 又

第一と第二の描写の間や第二と第三

harden between the first and second

第三彩色二移ル間ニハ毎時必ス

の描写の間、絵の具が固くなるまで

painting, and also between the second

色料ヲ乾燥セシムヘシ

置かれなければ、後に用いる油やグ

and third, they will be liable to be

然ラサレハ後ノ彩色ニ於テ油ヲ

レージングによって、擦れて取れてし

rubbed off by the application of the oils

布キ 或ハ潤色ヲナスニ当リ 下層

まいがちである。

and glazings used in the after paintings.

ノ色ヲ磨滅セシムヘシ

TIE SECOND PAINTING.

第二彩色

523

第二の描写

597)

598)

When the first painting is dry, the

第一彩色ノ全ク乾キタル時 画面

picture should have a damp cloth passed

ヲ湿シタル布ニテ拭ヒ湿ヲ与ヘ 罌

over its surface.

粟油ノ少許ヲ塗ルヘシ

Being then wiped dry, let it be rubbed

是レ以前ノ色ト今施コス処ノ色料ヲ

拭いて水気のない状態になったら、

over with a small portion of poppy oil,

相結合セシメ 恰モ間絶ナク画キ

少量のポピーオイルで拭く。

for this makes the after painting unite

シ如クナラシム為メナリ

こうすることで、後の描写が第一の描

第一の描写が乾いたら、作品の表面
を湿らせた布で拭く。

with the first, and so tends to give to the

写と結びつき、鑑賞者に全体がつな

spectator the notion that the whole has

がりのある仕事の様に見える。

been a continuous work.
599)

600)

It is a mere moistening of the surface

油ヲ塗ルハ畢童画面へ湿ヒヲ与フ

画面を湿らせるために必要なだけで

that is required;

ル為メナレハ 過量ノ油ノ其面ニ止

ある。

no excess of oil therefore is to remain.

マラサルヲ要ス

それゆえ、過度の油が残らないように
すること。

601)

All beyond what is necessary for this

(翻訳変更)

このために必要なことは、絹かリネン

purpose, is to be removed by the

油ノ多分ナレバ絹或ハ柔カナル布

の布切れで適度に取り除くことだけ

moderate application of a piece of silk or

ノ切ニテ拭ヒ去ルヘシ

である。

In the second painting we advance by

第二彩色ニテハ画中物体ノ形状ヲ

第二の描写では、様々な対象の特

giving

巨細ニ現出セシ 陰陽及ヒ返照ノ

徴的な細部により注意を払って先に

characteristic details of the various

混色等ヲ精密ニ画キ物体諸部ノ遠

進める。

objects.

近ヲ分明ナラシムルニアリ

linen.
602)

603)

604)

more

attention

to

the

Their drawing, light and shade, reflected

下描きや光や影、反射している色、

hues, and varieties of tints in colouring,

そして様々な色合いをより入念に描

are more elaborately made out ;

く。

the relative distances of objects the eye

様々な対象物の距離感は最も注意し

are most carefully preserved ;

て見るべきである。

p.46
605)

and the shadows, being still painted thinly

陰影ハ総テ薄ク透明ニ着色シ 或

影は今まで通り薄く透明感を保ち、

and transparently, are carefully united

ハ物ノ形状ニヨリ其方円ヲ現ハスガ

(必要な部分については)中間色で

(where it is necessary to unite them) with

為ニ 光所ノ色ヲ渲淡シテ相互ニ

注意深くつながりをもたせ、丸みや

half-tints, so as to produce roundness or

結合セシムル事アリ

立体感を出す。

A great body of colour is laid on the lights,

光所ニハ色料ヲ厚ク着シ大ニ注意

光部には大量の絵の具を置き、同

which are also now pencilled with great

シテ各物ノ形状ヲ為ス可シ

時に特徴や明瞭さを細心の注意を

solidity .
606)

attention to character and sharpness;
607)

払って描画する。

and the touches on the high lights are put

光ノ強ク点照セル所ハ明瞭堅固ニ

ハイライトの筆触はしっかりと正確

in with firmness and precision.

筆端ヲ接触セシムヘシ

に置く。
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608)

The brightest lights are best obtained by

光リノ燦然タル所ハ其初メ全ク白ク

最明部は純白を最初におき、グレ

making them quite white on the first

画キ 次ニ潤色シテ其程ヨキ色ヲ

ージングによって正しい色合いに

paintings, and then bringing them to their

生セシム

するのが最もよい。

proper hue by glazing.
609)

610)

611)

The badger-hair softener is now to be

第二彩色ニハ狸毛ノ暈筆ヲ用ヒ
各色ヲ相互ニ 暈滃 シ或ハ筆痕ノ

いる。それは、互いの色をつなげ

unite and soften the tints into each other,

文露セルヲ掃ヒ 其色ヲ平滑ナラシ

柔らげ、筆痕を除いて表面を滑ら

and to reduce the surface to a level, by

メ以テ画面ヲ透明ナラシムヘシ

かにするため、慎重に 節度を持

removing the marks of the brush.

って行う。

In this way the painting receives greater

このようにして、作品はすばらしい

transparency, and so far an agreeable

透明感とこれまでのところ満足でき

finish.

る仕上げを得る。

Whatever the subject be, let the early

如何ナル画ニテモ 初メニハ絵具

どのような主題の絵であれ、最初の

paintings be of a light and rather brilliant

ヲ頗ル光沢ナラシムルヲ要ス

描写は明るく、いくらか鮮やかにす

style of colour ;
612)

る。

for, in finishing, it is scarcely possible to

如何トナレハ竣成ノ時 兎角其色ノ

なぜなら、仕上げのとき鮮やかな

prevent the brighter colours from being

力ヲ減シ艶色ヲ失フカ故ナリ

色が落ち着き沈むことを防ぐことは

cooled down and subdued.
613)

614)

615)

616)

これからアナグマの暈かし筆を用

used, but cautiously and sparingly, to

うんおう

ほとんど不可能であるからである。

Avoid the early introduction of much cool

又最初ヨリ素白ナル色ヲ多分ニ載

最初にあまり冷たい色を用いるの

colour, which can be conveniently and

スヘカラス

を避けよう。それを加えることは、作

effectually added as the picture advances

斯ル色ハ後ニ至リテ加へラルヽヘ

品の完成に向けて都合よく入れら

towards completion.

シ

れるある。

Remember too that every colour in drying

総テ色料ヲ乾ス時 絵具ノ画面ニ

すべての色は乾燥すると沈むこと

will sink, and that it win partake, in

沈ム事アリ

を念頭に入れておくべきである。

proportion to its body, of the colour upon

且ツ一色ヲ他色ノ上ニ置ケハ 其

また、それは、上に置かれた絵の

which it is laid ;

量ノ多寡ニ依リ 互ニ其色ヲ相混ス

具の厚さに応じておこる傾向があ

ルモノナリ

る。

hence all tints, if not laid upon a light

故ニ下地ノ色料明瞭清鈍ナラサル

故に、明るく鮮やかな下層描きの

clear under-painting, will change, and

時ハ 其上へ掛ル色料ハ其色ヲ変

上に色を置かなければ、その色の

will, in drying, lose a little of their power

シ 之レヲ乾カセハ光沢勢力ヲ少

力と輝きを少し失う。

and brilliancy.

シク失フ可シ

It is necessary, therefore, that some

故ニ予メ其変色ニ平均スヘキノ割

それゆえ、この変化のため、色にい

allowance, in preparing tints should be

合ヲナシ置キ此変化ヲ防ク事緊要

くらか余裕を持たせることが必要で

made for this change.

ナリ

ある。
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617)

In connexion(connection) with this it may

又蔭影ノ部ハ最初ヨリ余リ深濃ナラ

これに関連して、強い調子と影をあ

be remarked, that strong tones and

シメス漸々強ムルヲ良トス

まりに強く深く置くべきではない。

shadows should not be laid in with too

しかしいくらか、濃い効果にするべ

much power and depth, but something

きである。

should rather be left to the deepening
effect of time.
p.47
618)

Thus it will be understood how the second

(翻訳省略)

以上、第二の描写がなかなかの仕

painting should give us a tolerable

以上第二彩色ノ方法(なかなかの

上がりの効果をもたらすことが分か

finished effect, ere(before) we proceed to

仕上がりの効果をもたらすことが分

った。

the final or third painting.

かった。)ニシテ第三彩色ニ及ブ

最後の第三の描写に進もう。

619)

TEE THIRD PAINTING.

620)

The third, or finishing painting, is

第三彩色ハ落成ノ着色ニシテ 其

第三の最後の描写は、第二の描写

commenced by wiping

初メハ先ツ以前ノ如ク画面ヲ滋シ

で必要であった既述した画面を拭

油ヲ塗リ

いて油をつけることから始まる。

We then proceed to complete those details

其後以前彩色セシ処ノ物体ノ形状

そして、これまでになされた描写で

of form and colour which were

設色ノ巨細ナルヲ全備セシムルナ

提示された形態や色彩の細部の

リ

完成に進む。

第三彩色

and oiling the

picture in the manner before described as

第三の描写

necessary for the second painting.
621)

brought

forward

in

the

former

paintings-employing, for this purpose,

玆 ニ至リテハ 潤色法ト 滃 搭法

delicate touches of glazing and scumbling

ヲ更ニ施コシ

げん

お う とうほう

EA

AE

E AE

EA

alternately;

622)

このため、繊細なグレージングやス
カンブリングの筆づかいを交互に
行う。

既ニ画ケル形状ヲ蔽隠セシメサル

既に描かれた部分を覆い隠さず

事ヲ注意シ 益々精細ニ整頓セシ

に、より良くなるように描き、なるべ

ムル

く完全なものにする。

Sharp vigorous touches are now to be

(翻訳省略)

細部を描く必要がある部分や、とて

given, where the markings of the details

(細部を描く必要がある部分や、と

もゆるやかであるか、特徴的である

require them, and where there may be

てもゆるやかであるか、特徴的であ

か透明感が必要な部分は、鋭く強

either too great a softness or an obvious

るか透明感が必要な部分)所ニヨリ

い筆触を入れる。

want of character and transparency.

テハ筆痕ヲ強鋭ナラシムル事ア

not to conceal, but to improve, and to
render as perfect as possible, what has
been already done.

623)

リ 26
25F

26

岡忠精本、「筆痕を強鋭ならしめ筆端一着の下に物形を整頓せしむる事あり」
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624)

Consider well and long, before using the

斯ル時ハ反復熟慮シテ然ル後 筆

筆を用いる前に充分に考えるべき

pencil for this purpose ,.

ヲ下サヽレハ意外ノ形状ヲ現出スヘ

である。

シ
625)

626)

627)

for these isolated touches must be

なぜなら、これらの独立した筆触は

made with freedom and decision, or they

自由と決断を示すが、さもなければ

fail in producing the desired effect.

望みの効果を達成できない。

They should be of a warm tone-not

又斯ル場所ニハ驕艶ナル色ヲ用ヒ

暖かい色を用いるべきであり、冷た

cold, not gray;

清冷素白ノ色ヲ用ヒス

い色や灰色は用いるべきでない。

and the tints used for this purpose may be,

又色ヲ重加スル時ハ其下層ノ色ヨ

また、このために、場合によっては

as occasion may require, either lighter or

リハ其濃淡ヲ異ナラシムヘシ

下の色よりも明るかったり暗かった

darker than the parts to which they are

りする色を用いる。

applied.
628)

Recourse is genera ｌ ｌ y had to smaller

筆ハ通常細少ナルヲ用ユ

brushes, in effecting this object.

頼みとするのは、一般に対象を効
果的にするためにより小さい筆を
用いる。

629)

In this stage of the work, do not attempt

(翻訳省略)

描画のこの段階では、一度に仕上

too much at one sitting, as, by proceeding

第三彩色ニ於テハ一時ニ落成ヲ望

げようとすべきではない。

too far, the tints laid by scumbling and

ムべカラス

なぜなら、あまり早く進めるとスカン

glazing interfere with each other;

(なぜなら、あまり早く進めるとスカ

ブリングやグレージングによる色が

ンブリングやグレージングによる色

互いにぶつかってしまう。

が互いにぶつかってしまう。)
630)

and the eye, by coming more frequently to

(翻訳省略)

(佐)

this important duty of judging the work, is

そして、制作状態を冷静に判断す

better capable of seeing where the

るというこの重要な義務にこれまで

necessary touches are most required.

以上に何度も繰り返し慣れることに
よって、どこで筆触が最も必要とさ
れるかをうまく見分けることができ
る 27。

p.48
631)

It is, in fact, best to allow the colours to

徐々ニ乾燥セシメ再三反復シテ竣

実際のところ、絵具が適度に乾燥

dry gently, and to repeat the operations

成セシムルヲ良トス

するままにして、必要に応じて作業

when necessary.

27

(筆)翻訳不能。

を繰り返すのが最良である。
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632)

Lastly; a mode of aiding the finish is, by

(翻訳省略)

最後に、仕上げを助ける方法は、

passing over a portion of the work with

最後ニ画ノ落成ヲ補助スヘキ法ハ

テクスチャーのある筆触が突出して

1ight delicate tones, which are left only

稍々濃キ色ヲ(明るい繊細な調子)

残された部分のみを明るい繊細な

on the projecting touches of texture

布ク事ナリ

調子でそのままにしておくことであ

objects.
633)

る。

This operation must be done carefully and

此法ハ粗荒ナル物形ノ凸起セル

この操作は慎重に巧妙に行わね

dexterously, with a light hand holding the

部へ是レヲ為スニハ筆ヲ緩ク保チ

ばならない。いくらか多くの絵具を

brush so loosely as to permit

施コスヘキ部へ筆端ヲ和カニ触レ

つけた筆を、右手にゆるく持ち、画

シメ 以テ色料ヲ斑ニ布着セシム

面の飛び出した部分に絵具をつけ

the

somewhat thick colour, with which the
brush is charged, to adhere Partially to

るために毛をやさしくあてる。

those projecting points of the picture
with which the hair thus gently comes in
contact.
634)

This manipulation is called " dragging,"

(翻訳省略)

この操作は「ドラッギング」または「ド

or " dry touching;" but the greatest care

此法ヲ 乾触 (「ドライタッチング」)ト

ライタッチング」と呼ばれるが、気を

must be taken not to carry it too far,

云フ

つけなければならないのは、やりす

else it will deteriorate the work by

然レドモ此法ヲ多分ニ施コスヘカラ

ぎないことである。

producing what may be characterized as

ス

さもなくば、粉っぽくなり、絵具があ

"mealiness;" that is, the colours will

頗ル細心セサレハ 画面ヲ穢シ陰

たかも、粗びき粉をまき散らしたり、

appear as if they had been sprinkled with

影光所共ニ恰モ白キ粉末ヲ散乱セ

白い埃で覆われたかのようになっ

meal, or covered with a white dust, which

シ如クナルヘシ

て、作品が台無しになる。それは作

ドラツギング

makes them look dull and faded

品の光部と暗部が鈍く弱くなる。

both in the lights and in the shadows.
635)

ON THE COLOURS AND TINTS FOR

図中各部ノ彩色

画面各部の彩色

DIFFERENT PARTS OF A PICTURE.
636)

THE SKY.

天 空

空

637)

The sky is a most important part of a

天空ハ図中大切ナル部ニシテ空

空は絵の最も重要な部分であり、し

picture, giving to it the due air-tint, and

気ノ程ヨキ色ヲ生シ図面全体へ関

かるべき大気の色合いをもたらし

so influencing the whole work.

係スルモノナリ

作品全体に大きな影響を与える。

In the preparation of sky tints, it is to be

天空ノ色ヲ整フルニハ白ヲ相混シ

空の色を用意するには、白の多少

observed that they are graduated in

色ノ強烈ナルヲ漸次ニ渲淡ス

によって色に濃淡の段階をつける

p.49
638)

intensity by a greater or less quantity

のである。

of white;
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639)

and, in laying them on, we place the

着色スル順序ハ空ノ最モ高キ処ヲ

そして、塗る時は最も濃いものを空

strongest of them at the highest part of

濃クシ 地平線ノ方へ下ルニ従ヒ

の一番上に塗り、水平線に向かっ

the sky, making them paler and less

次第ニ色ヲ稀薄ナラシム

て下がるに従って淡く薄くする。水

intense as we descend towards the

地平線ニ至リテハ藍色全ク減シ

平線では青色は用いられなくなり、

horizon, where the use of blue in the tint

是レヨリ画ノ趣卜昼夜朝夕ノ光景ニ

そこに見られる作品の性格や時刻

is discontinued, and other tints are used

従ヒ他ノ色料ヲ用ユヘシ

に合わせてほかの色合いが用いら

suitable to the character of the picture and

れる。

to the time of day under which it is seen.
640)

The principle is true also in this respect,

(翻訳省略)

この点に関しても原則は正しい。

that the tints are kept lighter as we

(この点に関しても原則は正しい。)

それは、色合いは太陽に近づくに

approach the parts nearest the sun.

大陽ニ近接スルニ従ヒ色ヲ光沢ナ

従って明るくするということである。

ラシムルヲ要ス
641)

642)

The tints, however, are varied, from the

惣テ天空ノ色ハ地平線ヨリ図ノ最

しかしながら地平線から天頂や画

horizon to the zenith or highest point of

モ高キ部分ナル天頂ニ至り漸次ニ

面の最上部まで色合いは多様であ

the picture.

変化スルカ故ニ

る。

Thus ; in the representation of a sunset,

夕陽ノ景色ニハ天頂ノ藍色 地平

このように、日没を表現するのに、

the blue of the zenith may be united with

線ノ黄色及ヒ橙黄卜漸々結合ス

天頂の青は地平線の黄色や橙色

the yellow and orange of the horizon, by

其結合スルノ順序ハ 藍ヨリ青蓮色

と結び付く。

different connecting tints, as in the

ニ移リ又薔薇色ニ至リ 遂ニ地平

それは、青から紫そして、バラ色

transition from blue to violet, then to the

線ノ黄色卜混同ス

に、地平線の橙色と黄色に至る。

rose tints, and so to the horizontal orange
and yellow.
643)

This is one instance.

是夕陽ノ一景色ナリ

これは一つの例である。

644)

In another kind of evening sky, transition

他此類ノ景色ハ色ノ遷移藍ヨリ青

他の種類の夕方の空は青から紫

might be from blue to violet, and from

蓮ニ至リ

へ紫から明るい橙色へ移行する。

But, in order that the transition from the

(翻訳省略)

しかし、淡い青から橙色の移行は

pale blue to the orange may be gradual

夫レヨリ薄キ橙黄ニ移ルモノアリ

徐々に気付かないほどのものであ

and insensible, the two tints, though so

藍色ヨリ燈黄へ移ルハ(二つの色

るが、二つの色は性格が異なるの

very different in kind, should have the

は性格が異なるので、)漸次ニシテ

で、同じ程度の強さと濃さにするべ

violet to light orange.
645)

same degree of force and intensity.
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きである。

646)

647)

648)

649)

The sky tints of the horizon vary greatly ;

地平ニ近接セル天空ノ色ハ 変化

地平線の色合いはきわめて多様で

甚シキ物ナレドモ

ある。

but in general, for a serene sky, the most

しかし、一般的に晴れた空は肉色

luminous of flesh-tints may be

一般清朗ナル空ハ光沢アル肉色

の最高の輝きは難なく描けるのだ

safely imitated, provided they be modified

ヲ用ユレハ容易ニ其色ヲ類似セシ

が、それは、状況によって調色す

according to circumstances : at one time

ムルヲ得へシ

る。ある時はよりバラ色にする。

by rendering the tint more rosy;

但シ景色ノ趣キニ従ヒ或ハ稍々薔

at another, by giving to it more of a

薇色ヲ含マシメ 或ハ白ヲ多ク加へ

また、ある時はより白っぽくまたは

whitish, or a somewhat yellow cast;

些カ黄ヲ含マシメ或ハ稍々緑色ヲ

いくらか黄色にする。

at another, by a tendency to a greenish

現セシム

またある時はより緑気味にする。

hue.
650)

In order, however, to preserve the aёrial

然レトモ 渺茫 タル有様ヲ現ハス

しかし、空の大気を表すにはあまり

aspect of the sky, it should not be painted

ニハ多種ノ色料ヲ用ヒサルヲ要ス

に多くの色で描くべきではない。

The sky-palette should be simple,-the

天空ノ色料ハ単一ナル物ヲ以テ濃

空の色は単純に色を少なくする。

colours

淡ヲ種々ニ別ツヘシ

びょうぼう

with too many colours.
p.50
651)

652)

few ;

but let there be as many gradations of

しかし、多くの色の濃淡は入れてよ

those colours as possible.

い。

653)

Paint the sky in at once ;

天空ノ着色ハ一時ニ為スヘシ

空は一度に描く。

654)

But

if two paintings be necessary, the

然レトモ二重ニ彩色ヲ要スル時ハ

しかし、二度に分けなければならな

first should be , in tone, 1ighter than the

最初ノ色ハ後ノ色ヨリ淡薄ナルヘ

いときは、二度目や仕上げの意図

sky is intended to be at the second or

シ

するものよりも色合いを明るくする

finishing painting.
655)

656)

べきである。

And let it be observed, that it is necessary

又濃キ藍色ヲ用ヒサル事ヲ注意ス

そして、気をつけなければならない

not to paint the sky too blue: this is a

ヘシ

ことは、空を青くしすぎないことであ

fault into which a beginner is apt to fall;

初学ノ者兎角此ノ弊ニ陥ルモノナ

る。これは初心者が陥りやすい間

リ

違いである。

but it is easier to deepen the blue tint

藍色ノ淡キハ些カ 滃 搭 セハ 再ヒ

青色を後で深めることは容易で、

afterwards, by a little scumbling, while it

濃クナス事易シ

少しスカンブリングすればよいが、

is not easy to recover a light brilliant

深濃ナル色ヲ再ヒ淡薄透明ナラシ

一方で青が重苦しく置かれすぎた

tone, if the blue has been laid on too

ムルハ難キモノナリ

場合、明るい鮮やかな色合いを取

お う と う

heavily.

り戻すのは容易ではない。
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657)

The most useful colours for painting skies

天空ヲ画クニ要用ナル色料

空を描くのに最も役に立つ絵具

are,－

(翻訳省略)

は、フレンチウルトラマリン、ヴァー

French Ultramarine, Vermillion, Indian

フレンチ 群 靛

Red, Madder Lake, Yellow Ochre, Naples

ンレッド、) 洋 紅

Yellow, Raw Umber;

プルスヱルロー ロー アンバー

ヲルトラマリイン

マダルレーキ

ベルミリヲン

ミリオン、インディアンレッド、マダ

エリローヲーカー

ーレーキ、イエローオーカー、ネー

朱 (インディア

黄赫 色 ナ

プルスイエロー、ローアンバーであ
る。

658)

659)

the necessary gradation of them being

右ノ色ヲ渲次ニ渲淡スルニハ白ヲ

必要とされる濃淡は、白を混ぜて

produced by an admixture of white.

混合ス

作られる。

The necessary tints are,－

天空ノ混色

必要なのは、

Naples Yellow and White ; Yellow Ochre

ナプルスヱルロート白

ネープルスイエローと白、

and White ; Vermillion, Naples Yellow, and

ヱルローオーカート白

イエローオーカーと白、

White ; Madder Lake, Naples Yellow, and

朱トナプルスヱルロート白

ヴァーミリオンやネープルスイエロ

White ; Vermillion, Yellow Ochre, and

洋紅トナフルスヱルロー白

ーと白、

White ; Indian Red, Yellow Ochre, and

朱ヱルローオヽカー白

マダーレーキやネープルスイエロ

White ; Madder Lake ,Yellow Ochre,and

印度紅ヱルローオヽカー白

ーと白、

White

洋紅ヱルローオヽカー白

ヴァーミリオンやイエローオーカー
と白、
インディアンレッドやイエローオー
カーと白、
マダーレーキやイエローオーカー
と白である。

660)

The proper gradation in each being

(翻訳省略)

前述したように、正しい濃淡は白の

produced by a greater or less admixture of

(前述したように、)右混色中各々渲

多少によって作られる。

White, as before.

淡決ヲナスニハ白色ノ多寡ニ拠ル
ヘシ

p.51
661)

CLOUDS.

(翻訳省略)

雲

662)

For the painting of Clouds the following

雲ヲ画クニハ左ノ色料ヲ要ス

雲を描くには、以下の絵具が必要

colours are necessary :
663)

664)

French Blue, Vermillion and White ;

である。
一フレンチブリユー 朱 白

フレンチブルーやヴァーミリオンと

French Blue, Indian Red, and White ;

一フレンチブリユー 印度 紅 白

白、フレンチブルーやインディアン

French Blue, Raw Umber, and White ;

一フレンチブリユー ローアンバー

レッドと白、フレンチブルーやロー

French Blue, Raw Umber, Naples Yellow,

白

アンバーと白、フレンチブルーやロ

and White.

一フレンチブリユー ロ－アンバー

ーアンバー、ネープルスイエローと

ナプルスヱルロー 白

白。

In clear evening skies, the following tints

清朗ナル夕陽ノ天空ニハ次ノ混色

澄んだ夕方の空には以下の色が

are found to be of great service :－

ヲ使用ス

大きな役割を果たす。

インジヤン レット
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665)

666)

667)

Madder Lake, Light Red, and White ;

一洋紅 代赫 白

マダーレーキやライトレッドと白、

Madder Lake, Light Red, Yellow Ochre,

一洋紅 代赫 ヱルローヲヽカー

マダーレーキやライトレッド、イエロ

and White.

白

ーオーカーと白

Light Clouds are painted over the azure

稀薄ナル雲ニハ唯少許ノ色料ヲ用
ヒ 天 色 ノ地ニ着色ス

描かれる。

Violet grays, which are chiefly required

此ノ色料ハ青蓮色ニテ其調和種々

紫灰はこのために主に必要とされ

for this purpose, are composed, in varying

アリ

るが、それは次の絵具の様々な割

proportions, of668)

669)

合で調色される。

French Blue, Light Red, and White ;

一フレンチブリユー 代赫 白 一

フレンチブルーやライトレッドと白、

French Blue, Light Red, Madder Lake,

フレンチブリユー 代赫 洋紅 白

フレンチブルーやライトレッド、マダ

and White；French Blue, Light Red, Yellow

一フレンチブリユー 代赫 ヱルロ

ーレーキと白、フレンチブルーやラ

Ochre, and White.

ーヲヽカー 白

イトレッド、イエローオーカーと白。

If the tone is required to be very bright

右混色中光沢清浄ナルモノヲ要ス

大変鮮やかで純粋な色合いが必

and pure, use Vermillion in place of Light

レハ代赫ヲ朱トナスヘシ

要な場合はヴァーミリオンをライトレ

Red;
670)

ッドで置きかえる。

If, on the contrary, the tone is to be more

又暗昧ナラシメソニハ印度紅ヲ代

一方で、色合いがより沈んでいる

sombre 29, Indian Red should be employed

赫ニ代用ス

場合は、インディアンレッドをライト

in the place of Light Red.
671)

レドに置き換えるべきである。

Those sides and borders of clouds, which

日光ノ輝キタル雲ノ辺端ハ地平線

雲の端や境目で太陽の光を反射し

reflect the light of the sun, are to be laid in

ノ辺ノ美艶ナル色ヲ以テ載スヘシ

ているところは暖色の水平線の色

with warm horizon tints.
672)

673)

明るい雲は青い地に少しの絵具で

ground with little colour only.

ソ ラ イ ロ

を置く。

For the variously–tinted clouds use, at one

種々彩色スベキ雲ニハ朱、印度

様々な色合いの雲を一度に塗るた

time, Vermillion;at another time, Indian

黄、代赫、洋紅等ノ如キヲ適宜ニ

めに、時にヴァーミリオンやインディ

Red; at another, Light Red;at another,

仕用スべシ

アンレッド、ライトレッド、マダーレー

Madder Lake; and when the clouds take a

赤黄色ノ雲ニハ「 ヱルロ ーヲ ヽカ

キ等を用い、雲が黄赤色の時は、

yellow reddish tint, add Yellow Ocllre ;

ー」ヲ加へ

イエローオーカーを加える。

－being., in all cases, careful not to carry

惣テ雲ノ輝照セル部へ灰色ヲ掛ケ

あらゆる場合雲の輝く部分に、灰

your gray upon the luminous part of the

サル様ニ留意スヘシ

色を置かないよう気をつけること。

If it be desirable that the purple tone of

若シ一般紫色ヲ帯ヒタル雲ニハ印

もし、灰紫色が強い場合は、オレン

the gray should

度紅ト藍へ橙黄ヲ加フヘシ

ジをインディアンレッドと青に加え

clouds.
p.52
674)

prevail, we add the

orange tone to the Indian Red and Blue.

29

“somber”(仏) 「沈む」

る。
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675)

676)

It is of great importance to place the warm

藍色ノ地へ分明清浄ニ艶美ナル

暖色の雲を描くときに距離と明瞭さ

clouds with distinctness and clearness

雲ヲ置ク事ハ大切ナル事ニテ天空

を青の地から表すことは大変重要

upon the blue ground;

ノ藍色 雲ノ光明ナル色ヲ分取スレ

である。

so that, whilst the blue of the sky may

トキ 猶雲ノ形状ヲ捲攣セシメ鋭ク

そのため、空の青色は雲の明るい

partake of the light gray of the clouds

輝照セル趣キヲ画出スヘシ

灰色を混ぜる一方で(その灰色は

－ (a gray not very greatly removed in

変わった雲の暖色の色合いをあま

strength from the warm light tones of the

り入れず)、はっきりと雲を描くと鋭く

flakey cloud,)

鮮やかになる。

－ yet the crispness, with which these
clouds are put on, may bring

them

sharply and brightly out.
677)

678)

679)

680)

681)

In order to give solidity and brightness to

雲ノ皎輝凝固セル趣キヲ為スニ濃

雲のハイライトを厚く鮮やかにする

the high lights of the clouds, these lights

ク厚キ色料ヲ用ユ

ため、硬練りの絵具で媒剤を少し

must be laid on with stiff colour, having

又軟弱清涼ナル少許ノ灰色ヲ雲ノ

だけ使う。

but little vehicle in it.

蔭影ニ与フル事アリ 但シ油ハ只

A little delicate cool gray is also to be given

些カヲ用ユヘシ

明るい雲の影には微妙な冷たい灰

to the shadows of the light clouds;

色も用いる。

but this must be done with only a small

しかし、媒剤はほんの少しだけ用

quantity of vehicle ;

いる。

after which, the softener must be gently

(翻訳省略)

この後、明部と中間部を暈し筆で

drawn over the lights and half-lights, so

其後雲ノ全部ヲ美麗ナラシムル為

やさしくなでると、全体が豊かな柔

as to give to the whole a rich pulpy

メ其陰陽ヲ一斉ニ(暈し筆)暈搭ス

らかい雲になる。

appearance.

ルヲ要ス

Foｒ this purpose, having spread with the

即チ先ツ「パレツトナイフ」ヲ以テ色

このため、先ずパレットでパレットナ

palette-knife a layer of the azure colour

科板ノ面へ天色ノ色料ヲ拡ケ置キ

イフを用いて空色を広げ、のばす

upon the palette, press gently the points of

暈筆ノ先ニテ此色料ヲ払掃シ 此

ために、清潔な暈し筆でやさしく押

a clean softener into the colour so spread

筆ヲ以テ雲ノ暗黒ナル部ヲ滃搭シ

し付ける。そして、雲の暗い部分を

out, and with it

天色ト相接合セシムレハ 雲露ノ浮

微妙に描き近くの空の暗い部分と

遊セル趣キヲ現ハスへ シ

結び付ける。

touch delicately the

darker portions of the clouds, somewhat
uniting them with the dark vicinity of the
sky.
682)

683)

Executed successfully, this process will

暈筆ヲ無慮自在ニ仕用セハ 絨

give the painting a stippled appearance.

毛状ヲ生スヘシ

Then, taking another clean softener, blend

(翻訳省略)

うまく行えば点描のようになる。

そして、他の清潔な暈し筆で下の

the cool tints on the surface, without

絵具を掘り起こさないようにして、

disturbing the colour beneath.

表面の寒色を混ぜる。
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684)

The effect of this, if carefully done, will be

(翻訳省略)

この効果は、注意深く行えば空色

the production of a beautiful harmony

に美しい調和をもたらし、同時に雲

with the azure, which will give also a

の内部に輝きを与える。

luminous character to the interior of the
clouds.
p.53
685)

A too free and injudicious use of the
softener will

produce

(翻訳省略)

woolliness, and

と、ぼやけてひどい不透明な色に

render the colour beneath opaque.
686)

687)

なってしまう。

Generally speaking, the clouds may be

総テ雲ハ天空ノ未タ乾カサル上ニ

一般的に、雲は空が乾いていない

painted on the sky,while it is yet wet;

画キ 雲ノ縁端ヲ少シク暈搭シ 天

ときに描く。

and they may thus be united with it,

空ト相混同セシム

そして、雲は少し和らげて空と結び

by having their edges a little softened.
688)

あまりに暈し筆を無思慮に用いる

付ける。

But where the lights of the clouds are to be

然レトモ雲端ヲ鋭ク輝照セシムルニ

しかし、もし、雲の明部が鋭くはっ

made with sharp well-defined

ハ 天色ノ全ク乾キタル後着色ス

きりしているときは、最初の平塗が

edges, these lights may be best produced

ヘシ

完全に乾いてから塗る。

by being placed in when the first flat
painting is quite dry.
689)

DISTANCES.

690)

The sky line is the boundary between the

天涯ハ天空ト地平線ノ境界ニシテ

水平線は、空との境界で空が終わ

horizon and the sky, － that line where

此線ヨリ以下物形ヲ画キ始ムルナリ

り、そこで実体のある物体の絵が始

遠 景

the sky ends, and the solid objects of the

遠景

まる。

picture begin.
691)

In order to procure the truth and the

天然ノ光景ヲ得ルニハ此 境界ヲ

真実と実体の(いわゆる)自然を得

solidity (so to speak) of nature, it is of the

分明ナラシメ天空ト混スル事ナキヲ

るには、最初に空との不明瞭さや

first consequence that this boundary be

第一トス

混乱から解放されていることが優

marked in a manner so far f ｒee from

れた形を保障する。

indistinctness and from confusion with the
sky, as to preserve a good general shape.
692)

In fact, it is often the strongest line in the

(翻訳省略)

picture.
693)

る。

Distances,

are

遠隔セル所ハ天空ト同シ色ヲ以テ

以前述べたように、距離感はいくら

painted with the same tints as those used

彩色シ 稍ヤ深キ灰色ヲ以チ色ヲ

か強めてはいるが深みのある灰色

in

強ムヘシ

の、空で用いた絵具と同じ絵具で

the

as

sky,

before

remarked,

somewhat

strengthened

however by deeper gray tones.
694)

実際、最も強い輪郭線が見られ

塗られる。

Distant mountains or high lands will often

遠山杯ハ其麓見へザルモ 其頂ハ

遠方の山や高台はその頂上がは

have their summits well defined, even by

色並ニ陰陽ニ依テ分界明瞭ナル

っきりと見えることが多く、たとえ、

colours as well as by lights and shadows,

事 屡々之レアリ

ふもとの色や光と影が見えなくても

when their bases are not visible.

そうである。
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695)

This is

occasioned by the mists and

vapours which are constantly

exhaled

是レ地中ヨリ常ニ蒸騰セル雲霧ヲリ

これは、地面の低い部分から蒸発

起ルナリ

する霧や蒸気によってもたらされ

from the lower portions of the ground ;
696)

る。

for which reason, the distant summits

(翻訳省略)

この様な理由から、遠くの頂上は

must obviously be more clearly marked

此ノ理ヨリシテ仮令麓ハ近接セル

明らかにふもとよりはっきりと見え

out than the bases, even though the latter

モ 遠隔セル山頂ハ却テ麓ヨリ分

る。それは、ふもとの方がかなり近

be considerably nearer to the eye.

明ニ画クヘシ(それは、ふもとの方

くにあってもそうである。

がかなり近くにあってもそうであ
る。)
P.54
697)

All distant objects, lying immediately

清朗ナル空ノ色ヲ含力故ニ遠隔セ

全ての遠くの物は、澄んだ空の影

under the effect of a clear sky, will have

ル部ハ 天空ノ色ヲ以テ画キ且ツ

響を受けるので、空色や他の色を

in their hues a portion of the azure or

物形詳細ナラサルヲ要ス

混ぜる。

other tints of the sky;
698)

699)

and, hence, distances are generally laid in

そして、空色を混ぜて塗ったら、上

with the sky tints, modified, as we

述したように、必要があれば手で加

remarked above, to the occasion in hand.

筆する。

They should be treated broadly, i.e.,

唯陰陽ノ分別ヲ以テ粗糙ニ画クヘ

これは、大まかに行う。すなわち、

without much detail,and with masses of

シ

細部や明暗の塊をを描きすぎない

light and shadow.
700)

ようにする。

Indeed, this vagueness is necessary, both

是レ遠キ物体ノ輪郭及ヒ彩色ニ於

実際輪郭線と色合いのあいまいさ

in contour and tint; each of course,

テ要旨トスル処ニシテ 遠隔ノ度ニ

は必要であり、大気の状態や時刻

従ヒ 或ハ晴雨昼夜ノ模様ニ依テ

同様に対象物の距離の度合いに

物体ノ輪郭色彩ヲ為スヘシ

よって調節する。

The management of distances will be best

遠景ヲ画クニハ次ノ理ヲ能ク会得ス

距離の扱いは、以下の原理を知る

felt and understood in the following

ルヲ好トス

ことによって最も理解される。

acknowledged principles : － "Light is

光リハ遠方ヨリ容易ク見ユレトモ

「光は遠距離で良く見え、最も暗い

most easily seen in distances, the darkest

暗黒ナル色ハ些カニ隔絶セハ見

色は最初は見えない」

colours being the first to lose effect."

へ難キモノナリ

" The defined and absolute colours of

物体ノ定リタル色ハ 遠隔スルニ従

「対象の固有色は距離が遠くなり、

objects diminish with the increase of the

ヒ減少シ 並ニ空気ノ色ノ増加スル

大気の色合いが増えると減少す

distance of the objects, as well as with the

ヲ以テ其色益々衰フ

る。」

being

modified

by

the

degree

of

remoteness in the objects, as well as by the
supposed state of the atmosphere, and the
time of day.
701)

702)

increase of the air tint."
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703)

On these principles it will be understood

(翻訳省略)

この原理によって、距離によって暗

how dark

objects become lighter, and

遠隔スルニ依り暗体ナルモノハ光

いものが明るくなり、明るいものが

light ones darker, by distance,‐though

明ナルモノト成リ 光明ナルモノ暗

暗くなるがその程度は同じではな

not in an equal degree ;

黒トナル(その程度は同じではな

いことが理解される。

い)所以ハ 右ノ理ヨリ会得スルヲ
得へシ
704)

for lights are slowly lost,while dark objects

何トナレハ隔絶スルニ従ヒ 光アル

なぜなら、明るいものはゆっくり色

part with their colour more quickly in

モノハ其固有ノ色ヲ 減少スル事

彩が減少するが、暗いものはより早

retiring.

遅ク 暗黒ナル物体ハ其色ヲ速カ

く減少するからである。

ニ失フ故ナリ
705)

The distance, however, at which these two

然レトモ 遠方ヨリ見ル時 暗光二

しかし、遠距離におけるこれら二つ

classes of objects become of one colour or

物ノ色遂ニ同一トナルハ 空気ノ模

の物が一つの色や調子になるのは

tone, depends upon the

様ニ依ルモノナリ

大気の状態に影響される。

For general effect, it will be necessary

緑色カ或ハ他ノ光明ナル色料ヲ巧

一般的な効果として、あちこちに鮮

judiciously to insinuate, here and there,

ミニ所々へ施コシ 以テ画中全面ノ

やかな色のそばに緑色や明るい色

some greenish tints, as well as some light

趣キヲ鮮明ナヲシムルヲ要ス

合いを慎重に入れることは必要で

state of the

atmosphere.
706)

tones very nearly of a flesh colour.
707)

ある。

If it be possible, paint the distance in

時トシテ天空ノ未タ乾カサル時遠

while the sky is yet wet, and even with

景ヲ画キ 且ツ天空ノ下部ノ色ト同

たり、同じ色を、より強く暗い色合い

the same tints as those of the lower

シ色料ヲ用ユル事アリ

で、より下の部分に入れることもで

portion, but only stronger and darker in

但シ其色ハ少シク強烈暗昧ナラシ

きる。

hue.

ム

遠方は空が濡れているうちに描い

p.55
Should it be impossible, from the

然レトモ第一彩色ニテ右ノ如ク為ス

最初の描写で、この効果を数多く

multiplicity of details, to effct this at the

ニ当タリ 巨細ノ事多クシテ施コシ

の細部で行うのは不可能である。

first painting, scumble over the whole

難キトキハ 稍々清涼ナル色力又

それで、より寒色か暖色の色合い

with a tint either cooler or warmer, as

ハ鮮艶ナル色料ノ相適中スヘキモ

で全体をスカンブリングして、この

will best improve the effect : into this you

ノヲ以テ 遠景ノ全部ヲ滃搭シ然ル

なかに様々なものを違う色合いで

can then touch the various objects with

後種々ノ色料ヲ以テ物形ヲ画クヘ

描きいれるのが最も良い。

diffrent tints.

シ

709)

MIDDLE DISTANCES.

中景 前景卜地平線ノ中間ノ部

中景

710)

As the Objects advance towards the

物体前景ニ近ツクニ従ヒ其色ヲ少

近景により近い物は、より明瞭な色

foreground, a little more distinctness of

シク分明ナラシム

を与える。

然レトモ黒白黄ノ判然タルヲ要セス

しかしそれは、黒や白やイエローオ

708)

colour may be given;
711)

but it must rarely be stronger than that
which black, white, and yellow ochre will

ーカーで作られる色よりわずかに

produce ;

強いだけでよい。
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712)

or a delicate gray and Naples yellow :and a

軟弱ナル灰色並ニ「ナプルスエル

また、微妙な灰色やネープルスイ

little warm colour may be interspersed

ロー」ヲ以テ彩色シ 且ツ室屋抔ニ

エローや稍や暖色の色は、このよう

either in the buildings or the objects

ハ少シク鮮艶ナル色ヲ施コスヘシ

な色の変化の必要な建物や他のも

which may require such a variety.
713)

714)

のに用いられる。

The rule, which was laid down for the

中景ヲ画クニハ天空ヲ画クヘキ法

空を描く決まりがここでは同じように

painting of the Sky, is equally applicable

則ト同一ニシテ

あてはまる。

here ;

中景ノ最モ切要ナル事ハ 遠景前

namely, that it is of the first importance

景ノ分別ヲ顕ハシ 自カラ目ヲ爽快

中景を描くのに最初に重要なのは

to make the middle distance, in colour and

ナラシメ 物形ノ性質設色ヲ以テ眺

目を遠景から近景へ心地よく微妙

in the nature of its objects, of such a

望ノ趣キヲ充備セシム

に導くような色と自然の中の物で中

character as will lead the eye agreeably

景を描くことである。

and imperceptibly from the third distance
to the foreground.
715)

The colours used for middle distances

中景ニ用ユル色料

中景に用いる色は

are,‐
716)

Terre Verte,

一 「テルレベルテ」

V ermillion,

一 「インシヤンレツト」

Indian Red,

一 「レーキ」 一

一 朱

フロシアンブリユー

藍

テールベルト、ヴァーミリオン、
インデァンレッド、
レーキ、プルシャンブルー、

Lake,

一

Prussian Blue,

一 「ナプルスエルロー」

ネープルスイエロー、

French Ultrarmarine,

一 黄土 一 代赫

イエローオーカー、ライトレッド、

Naples Yellow,

一 「マタルブラヲン」

マダーブラウン、

Yellow Ochre,

一 「ローシンナー」

ローシエンナ、

Light Red,

一 「ボルントシンナ」

バーントシエンナ

白色ヲ混シ濃淡ヲナスヘキ色料

中景で濃淡をつけるためには

フレンチヲルテルマリイン

群 靛

フレンチウルトラマリン、

Madder Brown,
Raw Sienna,
Burnt Sienna.
p.56
717)

The tints for midddle disances are made
by a graduated admixture of‐

537

718)

White with French Ultramarine and

一 「群靛 朱」

Vermillion ;

一 「同 代赫」

白とフレンチウルトラマリンとヴァーミリオン
白とフレンチウルトラマリンとライトレッド

・・・・French Ultramarine and Light

一 「テルベルテ 代赫」

白とテールヴェルトとライトレッド

Red;

一 「同上 朱」

白とテールヴェルトとヴァーミリオン

・・・・Terre Verte and Light Red ;

一 「同上 代赫」

白とテールヴェルトとインディアンレッド

・・・・Terre Verte and Vermillion ;

一 「同上 レーキ」

白とテールヴェルトとレーキ

・・・・Terre Verte and Indian Red ;

一 「同上 ブラヲンマダル」

白とテールヴェルトとブラウンマダー

・・・・Terre Verte aｎd Lake;

一 「同上 プロシヤンブリユー」

白とテールヴェルトとプルシャンブルー

・・・・Terre Verte and Brow Madder ;

一 「インシヤンレット」

白とインディアンレッド

・・・・Terre Verte and Prussian Blue ;

一 「朱」

白とヴァーミリオン

・・・・Indian Red ;
・・・・Vermillion.
719)

All these tints aｒe for the production of
warmth, and

are to be enriched by

yellows, or to be glazeｄ.

(翻訳省略)

全ての色は暖色の為に用いられ、

右ノ諸混色ハ其色鮮艶ナリ

黄色かグレーズによって深められ

嬌艶ナラシメントセバ黄色(グレー

る。

ズによって)ヲ混スヘシ
720)

Let it be observed that, when you mix a

其混合ハ赤卜白ノミヲ最初トシ次ニ

色を混ぜる時は最初に赤と白だけ

tint, it is best in the first instance to mix

黄ヲ加フヘシ

を混ぜ後で黄色を混ぜるのがよ

red and white only, and to add the yellow

い。

afterwards ;
721)

a

method

which

less

disturbs

the

之レ光沢ヲ失ハサル法ナリ

transparency of the tint.

この方法は透明感をなくすことがな
い。

722)

TREES.

樹 木

木

723)

Of course it is of the first importance in

樹木ノ各種ヲ分明ニ画ク事ハ緊要

描くのに最初に重要なことは、木の

painting, to represent and distinguish the

ノ事ニテ

様々な種類を描き分け区別するこ

different varieties of trees ;
724)

and this is done rather by the nature of
their branching,－their general sway, as it

とである。
是レヲ画クニハ色卜葉ノ形ヨリセス
枝ノ模様ヨリ画ク事ナリ

これは、色や葉のつき方よりも枝ぶ
りの付き方から行う方がよい。

were,－than by their colour and leafing.
725)

When near the eye, the masses of the

集合セル樹葉並ニ其緑色ノ目ニ近

近くで見る時に葉の塊や新緑の色

foliage, as well as the general hue and

接スル時 能ク注意シテ其形状模

や調子を注意深く研究観察すべき

tone of the verdure, should be carefully

様ヲ学フ可シ

である。

studied and observed ;
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726)

and these are to be truthfully depicted, not

(翻訳省略)

そして、これらは葉っぱ一枚一枚

by marking out the shape of each leaf, but

集合セル樹葉ハ 葉ノ形状ヲ一々

描くのではなく、タッチや筆運び

by a peculiar touch and handling, which at

画カス 唯筆痕ノ斑点ヲ以テ模写

で、目で一目見た時どの種類の木

once informs the eye to what family the

シ 遠方ヨリ望ムトモ 樹木ノ種類

かわかるように(例えば柳、樫、スズ

trees belong (Willow, or oak, or sycamore,

(例えば柳、樫、スズカケ等)ヲ分明

カケ等)、本物の様に描く。

for instance,) tbefo1.e before perceive the

ニ知ラシムルヲ要ス

minute forms of the foliage.
727)

In the middle distance, the greens of the

中景ニテ地面及ヒ樹木ノ緑色ハ地

中景では、大地や木の緑は水平線

land and trees must gradually partake of

平線ニ近クニ従ヒ 空気ノ色ヲ漸次

に向かって退くに従って、大気の

the aërial tone of the third distance, in

ニ帯フルモノナリ

色を帯びる。

Yet it is well not to neglect those

(翻訳省略)

しかし、太陽光線の不意のタッチ

accidental

但シ諸々ニ光リヲ設ケ 光線ノ偶然

は無視すべきではない。それは、

which give such important aid to the

所々ニ相射ルノ趣ヲ失フヘカラス

画家にとって重要な補助であり、

painter,

various

之レ(それは、画家にとって重要な

様々な区切りにより、また大地の単

divisions, and breaking the monotony of

補助であり)物ノ分別ヲ判然ナラシ

調さを破るものである。

the landscape.

メ 山水景ノ遠近同一ナラザル為メ

propoｒtion as the objects recede towards
the horizon.
728)

touches of the sun’s rays,
by

separating,

the

ナリ
729)

These bright spots of light should be

斯ル光リノ部分ハ薄ク輝ヤカシメ前

これらの明るい光の点は少し黄金

slightly golden, yet of a very subdued

景ノ光リヨリハ軟弱ナラシムヘ

色にして、近景の同じような効果よ

character. compared with similar effects in

シ

りもとても弱めるべきである。

They are of various tints: some of them are

又此色ニハ黄色ヲ含ムアリ

様々な色がある、黄色みを帯びた

yellowish;others nankeen, or almost of a

或ハ紫色アルアリ 薔薇色アリ

ものや淡濃色、又鮮やかな色の中

flesh colour; some roseate; others, of an

橙黄アリ

には薔薇色や橙色がある。

the foreground.
730)

orange tint.
731)

Having thus observed the proper colour,

右ノ色料ニハ「ミキルフ」ヲ自在ニ

正しく色を見て、筆に自由にメギル

lay the foliage in irregular blots, with a

混シ之レヲ多分ニ筆ニ含マシメ

プを混ぜた絵具をたっぷりと付けて

brush filled with plenty of colour freely

恣ニ汚点ヲ為シテ樹葉ヲ画クヘシ

不規則なしみの様に葉っぱを描

mixed with megilp: the copious use of this

油ヲ多量ニ用ユレハ 美麗潤沢ナ

く。この媒剤を多く使えば作品に豊

vehicle imparts a rich pulpy appearance

リ

かで脂分の多い様子をもたらす。

Then take a small sable pencil, and mark

其後小サキ貂毛筆ヲ以テ右ノ斑点

次に貂の小さな筆を取りこれらの

out and form these irregular blots into a

ヲ稍定リタル形ト為ス

不規則なしみを、よりはっきりとして

to the work.
732)

more defined shape and variety of touch.
733)

様々なタッチの中に造る。

Paint into this foliage with opaque

斯ル樹葉ヲバ又暗体ナル色ヲ以テ

葉の中には、不透明なタッチを入

touching ;

再ヒ彩色シ

れる。
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734)

for this is in accordance with nature,－

葉ノ日光ヲ受ル部ハ天空ヨリノ返照

これは、自然したがうならば、葉っ

leafing, when against the light,

セル部ヨリ光沢美麗ナラシメ 天然

ぱは光に対する時は、空に対して

being richer in colour, than when under

ノ景色ト相符合セシム

反射の場合よりも、色が豊かであ

the reflections from the opposite sky.
735)

736)

る。

In fact, the upper sides of leaves are

総テ葉表ハ光滑ニシテ天空ノ返照

実際、葉の上の部分は滑らかでガ

generally smooth and glassy,－a condition

ヲ受ル 故ニ樹葉繁茂シテ集合セ

ラス状である。それは、空の反射に

which causes them to take the reflections

ル外部ハ天空ノ清涼ナル色ヲ受ケ

よるからである。

of the Sky ;

内部ハ然ラサルヘシ

hence, the outer touches ought to be cool

故に他のタッチは冷たくするべきで

(partaking of the coolness of the sky;) not

ある。それは空の冷たさを含める。

so, the interior of the masses.
737)

Painting into the depths of the shadow,

樹蔭ノ深キ所ニハ頗ル暗黒ナル色

影の深い場所を描くときは、暗いタ

with decided dark touches, prevents the

ヲ施コシ 全体平坦ニシテ欝滞セ

ッチで全体が平たんで重苦しくな

whole from being flat and heavy.

ルヲ妨ク

得るのを防ぐ。

It is necessal,y also to paint into the

遠隔セル樹枝ハ末タ乾カサル所へ

より遠くは、塗れているうちにより繊

retiring, i. e. the more distant portions,

甚タ軟弱ナル暗色ヲ施コス事緊要

細な不透明色で描くことが必要で

while yet wet, with more delicate opaque

ナリ

ある。

for this not only takes off the effect of too

之ニ依リテ近遠同一ノ趣キヲ除却

このために、手前とあまりに同じで

much sameness,but gives greater relief to

シ前進セル枝ノ隠起超セル趣キヲ

あるようにせず、手前の枝を大きく

the advancing branches.

与フ

出ている様にする。

If you wish to give the appearance of light

樹木ノ枝間並ニ枝上ニ輝照セル光

どれか特別な葉のついた枝を抜け

shining,either throngh any particular

リヲ顕サントセハ 最初其部ヲ高ク

て又はその上に、太陽が当たって

branch of foliage, or upon it,paint such

隠起セシメ 乾キシ後「フロ

いるようにしたいときは、まず高くレ

parts in the first instance in high

シヤンブリユー」「ヱルローレーキ」

リーフを造り、乾いてから上から、イ

relief;and when dry, glaze over them with

ノ混合ノ如キ光明ナル色ヲ以テ潤

エローレーキにプルシャンブルー

a brighter colour, such as Yellow Lake in

色シ

を混ぜた色などでグレーズする。

and even then (as we observed above,)

其後暗黒ナル色ヲ以テ其近接ノ部

そして上で述べたように、つながり

paint into the contiguous parts with an

ヲ彩色スヘシ

の部分を不透明で鮮やかでない色

p.58
738)

tints ;
739)

740)

combination with Prussian Blue ;
741)

opaque tint of a less obtrusive colour.
742)

743)

で塗る。

But do not, in the first painting, make

但シ最初ヨリ樹葉へ美麗ナル緑色

しかし最初から鮮やかな緑で塗る

your trees of a fine green ;

ヲ与フヘカラス

べきではない。

depend rather, for the proper effect upon

薄キ灰色並ニ緑色ヲ以テ

グレージングや加筆を繰り返すこと

repeated

再三点印シ又ハ潤色シテ漸々葉ノ

で、塊に微妙な灰色や緑の色合い

繁茂セル趣キニ至ラシム

の正しい効果をもたらす。

glazings

and

touchings

afterwards into the masses, with delicate
gray and green tones.
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744)

In painting trees, yon must take into

総テ樹木其ノ外ノ物ヲ彩色スルニ

木を描くには、不確定で多数のさ

consideration the unsteady appearance

後チ落成ノ都合ヲ以テ画ク事緊要

ざ波と美しく表現される外観を考え

and, as it has been elegantly termed,the

ナリ

なければならない。

(翻訳省略)

それ故、筆の終わりに効果や、豊

multitudinous ripplings 30* of the general
mass.
745)

Hence it is bette ｒ to put the general
effect in with the end of the brush,or in

かな表面を描くのがよい。

such a way as will give a rich surface to

その表面は、不規則な透明色で満

work

たされ、続く仕上げの描写を参考

upon, －

a surface filled with

transparent colour of unsteady character,

にしつつ置かれる。

laid in with reference to the subsequent
finished pencilling;
746)

747)

748)

749)

750)

for, in commencing trees, or anything else,

(翻訳省略)

木やそのほかの物を描き始めるに

it is of paramount importance to work

は、仕上げを明瞭に意識すること

with a clear reference to the finishing.

が大変重要である。

Trees are often laid in, over the sky,

天空ノ部へ粗糙ナル樹木ヲ画ク事

空に細部を描かずに木を描くこと

without details ;

屡々之レアリ

がよくある。

the visible portion of the heavens, when

天空僅少ナレハ樹葉ヲ形チ作ル

空の見える部分は、小さい時は塊

small, being thus obliterated by the mass

ヘキ色料ニテ染汚サル故ニ 天空

でよごれるためぬぐい去る。

blotched on.

ノ部ハ其汚穢ヲ拭ヒ去ルヘシ

In such instances,the little points of azure,

又樹間ヨリ見ユル所ノ天空ノ色ハ

その時、絵を加筆する際に、少し

seen in nature through the foliage,are

樹葉ノ乾キタル後 天色ヲ以テ再ヒ

の空色を葉の間から覗かせて描

recalled when the picture is re－painted.

現出セツム

く。

For greens in shadow there is no need of

樹木ノ蔭ニ用ユル緑色ハ藍ヲ加へ

影の葉には、青は必要ない。それ

blue; they may be formed of a mixture of

ス黒へ種々ノ黄色ヲ混合シテ其用

は、黒と様々な黄色で混色される。

black

ニ供フ

このようにして作られた、オリーブ

and

dlifferent

yellows

:

the

olive-toned greens thus produced are soft

此ノ調合ニテ生シタル 橄欖 色ヲ含

調の緑色は柔らかく影に調和す

and very harmonions for shadows.

メル緑色ハ 温和ニシテ蔭ニハ適

る。

オリーブ

当セルモノナリ
751)

Should you wish the tint to partake of a

楊柳ノ蔭景ノ如キハ光明ナル素色

柳の影のような淡い灰色を投じて

light grayish cast (as in the case of willows

ヲ含メル色ヲ要スル時ハ 黒「ナプ

いるような場面を望む時は、黒とネ

in shadow,) use Black,Naples Yellow, and

ルスヱルロー」並ニ白ヲ用ユ

ープルスイエローと白を用いる。

White.

30

*・・・ And of ocean waves

The oountless smiling.「・・・大洋の波

原文のギリシャ語を英語に訳し原書に添付されていた部分。

541

無数の笑顔」
。

752)

If a yellow reddish tint be needed for
these

753)

754)

755)

756)

dull

greens,

let

the

yellow

右ノ鈍暗ナル緑色ノ場所ニ
エローレーキ

紅黄色 ヲ用ユトキハ黄色ヲ過量ニ

もし、鈍い緑色が必要な場合は黄
色を強くする。

predominate ;

スヘシ

but if the verdant part you are painting,

然レトモ若シ今画ク所ノ緑色ノ部ヲ

しかし、緑を描くときに、遠くにある

be now so far back in the perspective,

遥カニ遠サカラシメ 遠景固有

場合は、遠方の紫灰青色を用い、

that the violet gray-blue tint, peculiar to

ノ青蓮色ヲ帯フル時ハ先ツ空気ノ

まず大気の調子をいれ、フレンチ

the distances, begins to take an aërial

色ヲ着色シ然ル後「フレンチブリユ

ブルーを用いる。

tone, then use French Blue.

ー」ヲ用ヒ樹葉ヲ整頓セシム

The greens which French Blue would give,

「ナプルスヱルロー」或ハ「ヱルロ

フレンチブルーにネープルスイエ

when mixed with Naples Yellow, or with

ーオヽクル」ヲ「フレンチブリユー」

ローやイエローオーカーを混ぜた

Yellow Ochre, break and subdued by the

へ混シタル緑色ハ洋紅或ハ代赭ヲ

緑色は、マダーレーキや時としてラ

use of Madder Lake, or sometimes by

以テ其色ヲ破り又ハ色勢ヲ減少セ

イトレッドで色を壊し、鈍くする。大

Light Red ; more or less White being

シムルヲ得

気の色合いが必要な場所には、多

mixed with it,where it is required to gain

空気ノ色ヲ得ンニハ右へ多少白ヲ

かれ少なかれ白を混ぜる。

an atmospheric tint.

加フ

In Painting trees, it will be necessary to

樹木ヲ画クニ画用 31ナル事ハ 枝

木を描くには、枝の端の色を中間

make the extremities of the branches more

ノ端ヲハ其中央ノ部ヨリ軟弱ニ画キ

部分より弱めることが必要であろ

tender in colour than their middle parts;

種々ノ間隙ヨリ見へ透ク所ノ光リヲ

う。

and by letting the light be seen through

置キ葉ノ深ク繁茂セル趣キヲ得ル

様々な部分から透けて見える光を

various portions, great thinness and

事ナリ

置き、大きな厚さと美を得て、目に

beauty may be attained, and thus that

斯クシテ凝固鬱滞セル趣キヲ避ク

不愉快な、充満して重苦しい感じ

solidity and heaviness avoided, which are

ヘシ

を避ける。

Stems and trunks of trees. － Having

樹木ノ茎幹ハ 成ルタケ天然ノ色

木の茎や幹。茎は、なるべく自然

painted the stems in with a gray colour as

ニ類似セル素色ニテ 幹ノ形ヲ画

に近い灰色で描き、筆のとがった

near to nature in tint as may

キ鉛筆先ヲ細ク尖ラセ色料ノ上ヨリ

上端で、絵具が塗れているうちに

practicable, take your pencil, and, with its

巨細ナル模様ヲ引キ

細部を描く。

upper end cut to a fine point, draw the

又総体乾燥セル時黒ノ少許へ「ホ

details in through the colour while yet

ルントシンナー」ノ混合ヲ以テ最モ

wet.

近キ所ノ右ノ鉛筆ノ痕跡へ潤色ヲ

When the who1e is dry, glaze over those

施コシ 諸所ニ破損小孔ノ模様ヲ

全体が乾いたら、自分に一番近い

details nearest to you with a little Black

現セシム

細部を少量の黒やバーントシエン

so unpleasant to the eye.
p.60
757)

758)

31

要用

be

and Burnt Sienna, and wipe it partially

ナでグレーズして、部分的に亀裂

off, so that a portion may remain in the

を残すために、部分的にふき取

crevices.

る。
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759)

On the other hand, scumble over the

又右卜相反シテ隔リタル幹並ニ近

一方で、遠方の茎及びより手前の

distant stems, as well as the retiring parts

キモノヽ少シク遠カリシ部ハ 蒼白

向こうにある物は少量の真珠色の

of the nearer ones, with a little pealy gray,

ナル色ヲ以テ滃搭シ背後ノ地ト些

灰色でスカンブリングする。そうし

causing them to melt in with the

カ相混合セシム

て、周りの背景と融合させる。

For their foliage , when they have any,

幹ニ葉ヲ画クニハ暗黒ナレハ「プロ

葉っぱがいくらかある時は、プルシ

touch it in with Prussian Blue and Ochre ,

シャンプリユー」並ニ「ヲヽクル」ヲ用

ャンブルーにオーカーを位葉っぱ

for the dark leaves, and with Terre Verte

ヒ 光リニハ「テルレベルテ」

に、テールヴェルトとネープルスイ

and Naples Yellow,for the lights;

並ニ「ナフルスヱルロ－」ヲ用ユ

エローを明るい葉っぱに用いて描

surrounding back-ground .
760)

く。
761)

762)

using a finely-pointed sable to give the

葉ノ模様ヲ為スニ 細ク尖リタル狸

細いセーブル筆を用いて葉っぱの

character of the leaves, and gradually

毛筆ヲ用ヒ 葉ノ遠ク退クニ従ヒ漸

特徴を描き、遠ざかるに従って其

throwing them into a mass as they retire.

次ニ之レヲ塊積ノ如ク為スヘシ

れを塊にする。

The following mechanical processes are

次ニ説ク所ノ器械上ノ着色ハ 樹

以下の習慣的な過程は、よく葉を

frequently resorted to, to produce a

葉ヲ画クニ屡々依頼スヘキモノナリ

表現するのに用いられる。

An old worn hog-hair tool, having scanty

古キ損シタル豕毛筆ノ毛不足シ毛

古く痛んで毛が少なく、不規則な

hairs, and those of irregular length, is

先不揃ナルヲ用ヒ 粗槌ナル筆痕

長さの豚毛筆を用いる。

employed.

ヲ顕ハスニ好シ

representation foliage:－
763)

764)

765)

766)

767)

Such a brush leaves a jagged, varying ,

このような筆は、ムラノある変化に

busy touch .

富んだ筆触を残す。

Sometimes

the

brush

is

crushed

時トシテハ色料板ノ上ニ真直ニ筆

時には、筆をパレットに押し付け

perpendicularly and flat upon the colour

ヲ圧シ付ケ 或ハ横ニ圧シ

て、絵具の上に横にする。

on the palette.

筆ノ締目ヨリ毛先ヲ散乱セシメ 此

This causes the hair to diverge irregularly

ノ先ニ色料ヲ含マセ之レヲ緩ク保

これによって、留め金具から毛が

from the tie or ferrule; and the points of

チ画面ニ触レ又ハ衝キ

不規則に広がって、毛の先に絵の

the hair being thus charged with colour,

具がつく。筆は親指と人差し指の

the brush is held loosely between the

間で緩く持ち毛の先を作品に当て

thumb and finger , and the points of the

たり激しく動かす。

hair touched upon , or rather jerked

恣ニ掻キ 烈シキ如キ樹葉ヲ現ハ

against, the work.

シ 後細キ豕毛カ或ハ狸毛ヲ用ヒ

The irregular scratchy-looking foliage,

其色ノ全ク乾カサル間ニ固有ノ形

不規則なひっかきが葉を造り上げ

thus produced, is touched and worked,

状ヲ画ク

る。それは、乾かないうちに小さい

while it remains wet, with small hogtools

豚や貂の筆で行う。

or sables.

768)

Another mode is to use a flat sable , which

又法 平キ狸毛筆ヲ用ヒ色料ヲ十

他の方法は、平らな貂の筆を用

is to be filled with colour , and then drawn

分含マシメ 之レヲ櫛ノ歯ニテ再三

い、絵具をたっぷりつけて細かい

over a tooth-comb.

掻

櫛でひく。

543

769)

By its being touched several times upon

キ捌キ毛先ヲ別チ 其毛先ニテ軽

それを細かい櫛の先で何度も繰り

the extremities of the teeth of the comb,

ク 32樹葉ヲ画ク事アリ

返すと、毛はいくつにも分かれ、絵

the hair is divided into several points,from

具は作品に軽く乗る。

which the colour is transferred lightly to
the work.
770)

Colour is laid in for grass by lightly

草莽ヲ画クニハ綿布へ軽ク筆ヲ触

草を描くには、キャンバスに軽く置

touching the canvas, and jerking or

レ不規則ナル草葉ノ自在ニ繁茂ス

かれる。そしてねじったり上の方へ

flicking the brush upwards, so as to

ル趣キヲ顕スタメ 筆鏑ニテ衝キ或

走らせたりしながら草の不規則な

produce a free and natural representation

ハ筆先ヲ上ノ方へ飄回スヘシ

葉の自然な感じを表現する。

For long straggling stalks of grass, or for

(翻訳省略)

長い絡んだ草の茎や雑草や生け

weed or hedges, a finely-pointed sable is

草ノ散乱セル茎或ハ雑草(生け垣)

垣は細い貂の筆を同じような方法

used in a similar manner.

ニハ 毛先ノ細キ狸毛ヲ右ノ如ク用

で用いる。

of irregular blades of herbage.
771)

ユ
These may be called the mere tricks of art;

右ノ法ハ唯此術ノ単ナル飾粧トモ

これ等は、美術の技巧であるが、

but when a proper effect can be produced,

云フヘキモノナレトモ 適当セル効

正しい効果が得られたら、その効

few will question the means by which

験ヲ顕ハス時ハ些カ一科ノ方法ニ

果が得られた事にわずかな問いが

that effect has been obtained.

答フルニ足ルへシ

生じる。

773)

FOREGROUNDS.

前 景

前景

774)

In preparing the palette for foregronds,

画中前景ニハ既ニ用ヒタル色へ下

前景のパレットの準備がすんだら、

add the following colours to those already

ノ色料ヲ加フヘシ

以下の絵具を加える。

772)

made use of:‐
775)

776)

Yellow Lake,

エルローレーキ

一 黄紅

イエローレーキ

Lemon Yellow

一 「レモンエルロー」

レモンイエロー

Madder Brown,

一 「マタルブラヲン」

マダーブラウン

Venetian Red,

一 「ヘネシアンレット」

ヴェネティアンレッド

Brown Ochre.

一 「フローンヲヽクル」

ブラウンオーカー

Some of these must be sparingly used or

(翻訳省略)

これ等のいくつかは、鮮やか過ぎ

else they may prove too brilliant.

るので、使用を控え目にすべきで
ある。

777)

The lakes, and some other colours which

(追加説明)

レーキやそのほかのいくつかの絵

are also bad driers, should be forced by

紅ノ類並ニ其外乾キ要キ 33色料ニ

具は、乾燥が悪く、少量のジャパン

lusing with them a little

ハ漆工ノ用ユル「ゴルドサイス」金粉

ゴールドサイズを必要とする。それ

size, because it has a rapidly-drying

抔ヲ布着スルニ用ユル油ナリ ノ少許

は、速乾性がある。

property.

ヲ加へ 速カニ乾燥スヘキ力ヲ与

japananers’gold

フヘシ
32
33

岡忠精本、軽く筆を使ひ
岡忠精本、「乾き易き」
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778)

779)

In commencing with the foreground ,use

前景ヲ画キ始ムルニハ豕毛筆へ

前景を描き始めるのに、豚毛筆の

the end of a hog-hair tool, well filled with

「ミギルフ」ト色料ノ「ホルントシンナ

先を用い、メギルプと絵具(バーント

megilp and colour (either Burnt Sienna

ー」「フロシヤンブリユー」或ハ「ヲヽ

シエンナとプルシャンブルーかオ

and Prussian Blue, or Ochre and Blue,)

クル」ト 「ブリユー」ヲ十分含マシメ

ーカーと青)をつけてそれぞれ必要

and lay in the several masses in strength

強ク種々ノ塊積ヲ置キ

とされるように塊を描く。

as they may respectively require ;

物形ノ形状広峡ヲ略々定メ

and, having thus got their general form

然ル後細キ狸毛筆ヲ用ヒ詳細ノ部

大体の形と幅が出来たら、先のと

and breadth, proceed to make out the

ニ及フ可シ 其色ニハ 「ロ－シン

がらせた貂の筆に、ローシエンナと

details with a finelypointed sable, using

ナー」ト藍ヲ用ヒ蔭影ノ部ヲ彩色シ

青で色合いを、ネプルスイエローと

Raw Sienna and Blue in the tints, and

光所ハ「ナプルス ヱルロ－」 ト藍

青で明るい部分の細部を描く。

Naples Yellow and Blue for the lights.

ヲ用ユ

You now proceed with the finish and

雑草並ニ葛蔓ノ精妙美麗ニシテ変

今や草や植物類を描くことで仕上

detail , by marking

同アルノ趣キヲ顕ハシ

げと細部に進む。それは、魅力的

P.62
780)

creepers, which

out weeds and

give such charming

な豊かさと多様さを作品に与える。

richness and variety to the picture ;
781)

such as the wild convolvulus, and the

(翻訳省略)

野生のヒルガオ、あちこちの黒イチ

like, with here and there a blackberry

(野生のヒルガオ)覆盆子 抔ノ枝ノ

branch jutting out into high relief.

高ク凸出シ所々ニ繁茂セル模様ヲ

キ イ チ ゴ

EA

ゴが張り出している。

画キ 図ノ落成ヲナスヘシ
782)

When

all

these

objects

are

to

be

総テ右ノ如キ物体ノ詳細ナルヲ画

これらすべてが描かれたら、それら

introduced, it will be necessary to flatten

キシ後 其背後ノ地ヲ平坦ナラシメ

の地を平らにし、鋭さと仕上げをす

the ground behin them, in order that they

物体ノ形ヲ鋭クナシテ落成スル事

ることが必要である。

may receive both sharpness and finish

緊要ナリ

when painted.
783)

Weeds and plants must be studied and

雑草ヲ画クニハ其形状並ニ蔭日向

草や植物は細心の注意と正確さで

drawn

ヲ精密ニ留意シ 草葉ニ近キ縁ヲ

観察され描かれねばならない。

accuracy,both in form and in light and

ハ鋭トク画キ地ト隔絶セシメ真ニ遠

形と明暗や葉の端が地面から鋭く

shade, having the near edges of the

近ヲ現ハスヲ要ス

離れさせれば、本当の遠近を与え

with

the

greatest

care

and

several leaves sharp and cntting against

る。

the ground , which give them their true
perspective.
784)

By imparting an indistinctness to the

目ヨリ最モ隔リタル部ノ輪郭ハ不分

目から最も離れている輪郭線を不

outlines furthest from the eye, you give

明ニ画クヘシ

明瞭にすれば、より離れている様

them a more receding character.

になる。
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785)

As to the strength and delicacy of their

葉ノ蔭影ノ濃淡ハ全体ノ効験ニ関

それらの影の強さや繊細さは全体

shadows,

ルモノナリ

の効果に関係する。

A remark made in previous page may here

(翻訳省略)

前のページでも述べた事を繰り返

be repeated, that, when the light shines

(前のページでも述べた事を繰り返

すが、光が葉を通すときは、鮮や

through the leaf, it is of a bright green,

すが、)葉間ニ輝ク光ニハ「ヱルロ

かな緑をイエローレーキと青で作

such as may be produced by Yellow Lake

ーレーキ」ト藍ニテ生セル緑色ヲ用

る。

and Blue;

ヒ

but when viewed on the upper surface,

多分ハ鈍暗ナル色ヲ顕ハスモノナ

しかし上から見るとほとんどの葉は

most leaves appear to be rather of an

リ

空の反射を受けて不透明で灰色

that must depend upon the

advantage these shadows will have in the
general effect.
786)

787)

葉ノ上部ハ天空ノ返射ヲ受ケ

opaque and gray colour , from their

である。

receiving the reflection of the Sky.
788)

Introduce also the different touches of

又大ナル雑草ノ内ニ相混同スル些

草と小さな植物の様々なタッチを

grass and small plants, that are scattered

少ノ草ヲ画クヘシ

入れる。これは、大きな草を分散さ

amongst and mingled with the

せ混ぜ合わせる。

larger weeds.
789)

In working up the foreground, do not

前部ノ地ヲ為シ草莽ヲ画クニ分明

前景を仕上げるのに、植物や葉っ

elaborate the plants or foliage so minutely

詳細ニシテ 図中他ノ部ト平均ヲ失

ぱを習作の時の様に、細かくつくり

as to make them appear studied, and so

ハザルヲ要ス

上げないこと。そうすると、画面の

cause them to interfere with the other

他の部分とぶつかってしまう。

parts of the picture ;
790)

791)

792)

793)

for it is not the landscape painter’s

(翻訳省略)

なぜなら、植物学者は、植物の異

business to describe like a botanist,

総テ草莽ノ種類分明ナリトモ 本草

なる種が区別できるよう描かなけれ

though he should be so generally correct

学家ノ如ク(植物の異なる種が区別

ばならならないが、それは風景画

that the different species of the plants he

できるよう)画クハ山水画家ノ主意

家の仕事ではないからである。

introduces may be distinguished.

ニアラズ

Observe, too, that vegetation should not be

(翻訳省略)

また、植物は純色の青と黄色であ

coloured too green, that is, with a raw

植物ヲ画クニ(純色の青と黄色で)

まりに緑っぽくすべきではない。

colour of blue and yellow;

鮮明ナル緑色ヲ用ヒス

but that by uniting a red (such as lake,)

(翻訳省略)

しかし、赤(レーキのような)や橙(バ

or orange (such as burnt sienna,) with the

紅(レーキのような)或ハ橙黄(バー

ーントシエンナのような)を緑とつな

greens, you impart to them a more

ントシエンナのような)ヲ加へ少シク

げてより抑え、弱め、秋色に出来

subdued and sombre or autmnal hue;

色ヲ減シ秋葉ノ趣ヲ為サシム

る。

緑色ノ余り鮮艶セシムルハ大ナル

粗悪で生の緑ほど不快なものはな

害ナリ

い。

for nothing is more offensive than too
coarse and raw a green.
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794)

In fact, distinguish carefully between a

(翻訳省略)

実際、けばけばしい色と輝く色の

glaring and a glowing colour－

違いを注意深くわけると、一方は、

between what is vulgarly staring and

全く下品で、他方は豊かである。

what is rich.
795)

To give the twigs and branches, and the

繁茂セル牧草灌木ノ下ニ枝条ヲ画

小枝や枝、生け垣や濃い灌木の付

large dark markings at the bottom of

キ大ナル暗黒ヲ記スニハ「マタルブ

け根の大きな暗いしるしを描くに

heavy hedges and dense shrubs, it will be

ラヲン」ノ如キ淡キ紅鳶色ヲ

は、多くのピンクがかった茶色(マ

necessary to hatch (as it were) many lines,

以テ数多ノ線条ヲ引クヲ要ス

ダーブラウンのような)の線を生み

with a pinktoned brown (as Madder

出すことが必要である。

Brown.)
796)

Now all these methods cannot be finished

総テ右等ノ法ハ一時ニ施シ難シ

at once ;
797)

これらすべての手順は一度に仕上
げることはできない。

you are, therefore, in re-painting, to glaze

草ノ自然ノ異同ヲ美麗繁茂セル趣

それ故、加筆において、自然の豊

into the masses with transparent colours,

ヲ為サンカ為メニハ 透明ナル色

かな深さと変化を与えるために透

for the purpose of giving the rich depth

料ヲ以テ色ノ塊積ヲ潤色シ 後詳

明色で塊をグレーズして、細部の

and variety of nature, and then to resume

細ナル部ヲ再ヒ画クヘシ

細かな加筆を行う。

In painting banks, do not neglect to give a

堤塘ヲ画クニハ樹幹或ハ水上ニ映

土手を描くには、目に近くの前景

force and foregfound character to them as

スル樹木抔ニテ遠近ヲ顕ハシ

の特質を無視してはならない。即

your minute touching of detail.
798)

they approach

799)

the eye, by means of

ち、茎や水に反射する木等であ

stems, and the reflections of the trees in

且ツ彩色ハ美麗ニシテ頗ル巨細ナ

water :

ルヲ主トス

but, independently of this, aim at greater

又多ク雑草ヲ画キ樹間ノ粗糙ニシ

しかし大変細かく豊かな色彩にし

minuteness of detail and richness of

テ切レ々々ナル所ヲ閉塞スヘシ

て、沢山の灌木や草を入れること

る。

colour, and make much of hedges and

で、木の幹の粗さが急に変わる所

reeds, which tend to soften the abrupt

を和らげる。

harshness of the stems of the trees.
800)

In painting water, whether in a state of

水ヲ画クニハ静止流動共ニ 其周

水を描くときは、それが動いている

motion or of stillness, it is often made too

囲ノ堤岸ニ対シ光明ニ過キ全体平

か静止しているかいずれにしても、

light for its surrounding banks ; and thus

均ヲ失ヒ色ノ韻調製ハサル事屡々

周りの土手を明るくしすぎることが

painted it throws the whole picture out of

之レアリ

よくある。それが絵全体の調和をこ

harmony.

わす。

P.64
801)

Nothing,however, is more conducive to the

然レトモ彎曲セル泉流瀑布或ハ静

水が曲がりくねっていたり、滝から

harmony and completeness of a picture,

隠ナル湖水共ニ 惣テ水ヲ以テ図

落ちたり、穏やかな湖等ほど絵に

than the representation of water, either as

ノ平均全備ヲ導クハ 他ニ優ルモノ

調和と完全さをもたらすものはな

a winding or a falling stream,or as a still

ナカルヘシ

い。

lake.
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802)

It enables the artist to repeat the various

水ハ物形ヲ映シ画中ノ物形ヲ再出

それは、画家に様々な形を反映に

forms by reflections of them in the water,

シ其上部天空ヲ下際ノ前景ニ導キ

よって描くことができる。また空を下

or to unite the sky with the lower parts of

803)

804)

部の光を落とした風景とつなげる。

the landscape, leading down the light ;

或ハ前景ノ強烈ナル蔭影及ヒ騎艶

breaking it (as it were) into smaller

ナル色ノ裡ニ天空ノ素白色ヲ来ラ

(佐)つまり、日光を(いわば)より狭

portions, and bringing the gray reflected

シ 大ニ画者ノ便ヲ備へ図ノ韻調ヲ

い部分に侵入させ、そして空のグ

light of the sky into contact with the

与フモノナリ

レーの反射光を前景の強烈な陰影

strong shades and the rich browns of the

部や豊かなブラウンと結び付ける

foreground .

のである 34。
3F

As an example of the nature of tint and

(翻訳省略)水ノ自然ノ色ハ蔭(性質

(佐)水の色調や色彩の性質を表す

colour in water,it may be stated that water

を表す一例として、次のことがいえ

一例として、次のことがいえよう。陰

in shadow is often of a brown colour , as

よう)ニテ屡々鳶色ニシテ 恰モ泥

影の水は、川の流れがピートモス

when the current has had its course

炭ノ沼ヲ流レタル趣キアリ

の長い群生の間をぬって流れると

through a long tract of peat moss.

きと同じように、ブラウンの色合いを
していることが多い。

805)

This is the appearance which the rivers

(翻訳省略)

これは、デボンシャーの川ではよく

in Devonshire often exhibit.

如此キ色ハ所(デボンシャーの川)

見られる。

ニヨリ度々現ハルヽ色ナリ
806)

807)

808)

809)

Lastly ; the distance must, to a certain

遠景ハ地平線ト稍ヤ混同セシムヘ

最後に遠景はある程度水平線に

degree, melt into the horizon.

シ

混ぜるべきである。

Thus every part of the picture requires to

(翻訳省略)

このようにして、画面のすべての部

be more distinctly made out as it comes

故ニ図ノ各部前面ニ来ルニ従ヒ分

分は手前に来るに従ってはっきり

forward;

明ニ画キ

する様にする必要がある。

and the foreground must not only be well

前部ノ地ハ詳細ニ為スノミナラス

そして、前景は細部をよく描くだけ

detailed, but lighly enriched with plants

草葉或ハ灌木抔ノ数種ヲ画キ美麗

でなく、植物や様々な灌木を明るく

and various shrubs, and the ground itself

ナラシメ (そして、地面はくっきりと

豊かにする。そして、地面はくっき

finely broken.

荒れさせる。)

りと荒れさせる。

The soft vacuity of the distance will

遠景ノ空間ナル処ニハ牧畜抔ノ群

遠方の柔らかい空間は、効果を増

contribute to increase the effect ; and a

集セル趣キヲ画キ天然ノ景色ヲ能

やすことに貢献する。

well-disposed group of figures or of cattle

ク摸出スヘシ 35

そこには良く配置された人物や家

will add to the reality as well as to the

畜を美しく、かつ本当らしく置く。

beauty, of the scene.

34

(筆)翻訳不能。

35油画導知留辺

蓑州 大柿

坂

大尾

広

明治十六年六月十日

着手

仝年七月十五日

落成

印

印

於江戸川彰技堂北森之下写

〔白文「粟江」、朱文「子□」
〕
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