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What do you see? A person, a woman, a woman posing naked, contrapposto with her hands over her head, light and
shadow, torso bending, her back bending, one foot on the ground and another only her toes. There is so much information
that when start drawing it becomes overwhelming. The only way to deal with all this information is to first understand it,
break it down to a simple and manageable manner and slowly building it up, all the information on top of each other.
このモデルのどこに注目しますか。裸婦のポーズ、片手をあげたコントラポストの（体が非対称にねじれた）ポーズ、陰影、胴部・背中
のねじれ、地に着いた片足とつま先で支えられたもう一方の足。多くの情報がありすぎて、どこから描き始めればよいかわからなくなっ
てしまします。このすべての情報を扱うには、まずは全体を理解し、単純にし、情報を重ね合わせて少しずつ作り上げていくしかないの
です。
Here is some of the information I can see when looking at the model. There are far more than the ones I have selected, but
what we need to begin with, are the major information while ignoring the details.
以下の図は、私がモデルを見たときにどの情報を選択したかを示しています。私が選んだ線以外にも多くの情報がありますが、まず
選ぶべきなのは細部ではなく大まかな情報なのです。
First, I focus on the composition. The arrangement of shapes on the page, how big and where I want the figure to be. Size
and placement if you will.
まず初めに考えることはコンポジション（構成）です。紙のどの位置に、どれくらいの大きさでモデルを配置するか、つまり大きさと配置
を決めます。

Once the size has been stablish, I focus on the proportions (height x width) of the whole figure. And a half point mark as a
reference that will guide me when stablishing further proportions (relationship of torso to legs).
大きさが決まったら次に考えるのは全身のプロポーション（比率）（身長×横幅）です。中心に線を入れることで胴体から足にかけて
の関係性を描きやすくなります。

The gesture, aka line of action, I use it as a guide, when stablishing the shapes it has to reflect on it.
この線はジェスチャー（身ぶり、動作）または作用線（line of action）とも呼ばれ、形をとっていくうえで手掛かりとなります。

Once the proportions have been stablished I move on to the shape that defines the figure. Always with straight lines at this
point for sake of simplicity, I ‘encase’ the overall shape with long and limited number of lines. At this stage, I start looking
also for negative spaces.
比率が決まったら人物の輪郭をとっていきます。この時点では単純化するために直線だけを用います。長く、限られた直線で全体の
輪郭を「囲って」いくのです。ここで、ネガティブスペース（余白）にも目を向けます。
I then start, slowly drawing in the smaller shapes / negative spaces, always in mind on how they reflect on the proportions
and gesture of the figure.

そしてゆっくりと細かい輪郭線／ネガティブスペースを込んでいきます。この際この形が人物のプロポーションやジェスチャーにどう影響
するかを常に考えています。

Moving now onto the internal shapes and overlaps, this stage will help establish what shapes are in front and which ones
recede. And up to this point every line has been put very lightly, the reason being, that it’s easier to erase any mistakes, but
as the drawing develops and I get confident about my proportions/shapes/gesture, I start defining more with harder and
darker lines.
次に輪郭の内側にある形と重なりを描いていきます。これは何が手前にあって、何が後ろにあるかを捉えるということです。ここまです
べての線は薄く描いています。間違いを修正しやすくするためです。描き進めるうえでプロポーション／形／ジェスチャーに自信がつ
けば、より力強く濃い線で描いていきます。

Next, I start analysing my lights and darks, this is a very important stage to define form and light directions. I start drawing
where the group of light meets the group of dark, ignoring all subtleties within each group, like is simply black/white.
次のステップでは光と影を分析します。これは形と光の向きを決定づける大事な作業です。まずは明るい部分と暗い部分が出会う
地点を線でつなぎます。微妙な陰影は無視し、光（白）と影（黒）の部分の 2 色で考えることが重要です。
If you struggle to separate into two groups, squint! It should make it easier to see them despite of the subject becoming a
little blurred. The point of squinting is to make such shapes of light and dark easier to group.
陰影を 2 色で捉えるのが難しければ、スクウィントして（目を細めて）ください！対象が不鮮明になることで逆に陰影がつかみやすくなり
ます。スクウィントは光と影をグループ分けするときにとても役立ちます。

Even here, always stick to the same ideas. Big to small, simple to complex. I draw my shadow/light shapes first, with big
strokes and later breaking it down to smaller angles changes and shapes. Then fill in the shadows with one simple dark.
終始心にとめておいてほしいことは、大まかな形から細かい形へ、単純なものから複雑なものへ、ということです。まず明るい部分と
暗い部分を大まかな線で描き分けたら、微妙な角度の変化や形に細分化していきます。そして影の部分はシンプルに黒く塗りつぶし
てください。

Once all the shadows have been filled in and the separation of lights and darks established, I smooth down the texture with
my fingers, this can be done with a tissue or brush depending on the paper and medium you working with. The point of this
is to ensure a flat and even tone for my darks. Unfortunately one can lose some of the drawing, so I go over my shapes once
again, is also an opportunity to adjust any mistakes that I missed.
影の部分が塗りつぶされ、光の部分と切り離されたら、影の表面を指でのばします。指でなくても使う紙や画材によってティッシュや筆
でのばすこともあります。これは暗い部分を平滑で均一にするためです。この作業でせっかく描いた線が消えてしまうこともありますが、
ここで形をとりなおすことで、修正しきれなかった間違いを改めることもできます。

Now before we move on, I want to mention about values and edges. The very basics at least.
ここで、バリュー（明暗、明度）とエッジ（縁）について基本的なことだけ言及しておきます。
Value, scale of light to dark, and edges, scale of how linear to soft.
バリューは明暗の幅、エッジは縁の強弱を意味します。
A value changes according to how perpendicular (90degrees) the plane is to the light source. The more the plane faces the
light, the brighter it is. If a plane faces 45degrees (+) away from the light it turns to shadow. So please pay also attention to
where the light is coming from and how the planes change according to its direction.
バリューは面が光源に対してどれくらいの角度をもっているか（どれくらい垂直（90 度）に近いか）によって変化します。面が光源の向
きに近づくにつれ、表面は明るくなります。光源から 45 度以上離れると、影になります。どこに光源があるのか、その角度によって表
面がどう変化するかを心にとめておいてください。

The next thing I want to mention is the idea of contrast. That values are not necessary absolute. Just remember this, a darker
LIGHT cannot be as dark or darker THAN a lighter DARK. Or simply put, lights and darks can’t have the same values.
So when putting a darker value within the lights make it lighter than you think and vice-versa, a lighter value within the dark,
darker than you think. Let the contrast create the illusion.
もう一つ考えたいのがコントラスト（対比）です。明暗は単体では絶対的なものではありません。これだけは覚えておいてください。光の
部分の暗めの部分は決して暗くはないということ、決して影の部分の明るめの部分より暗くはならないこと。光の部分と影の部分が同
じ明度であってはいけません。
光の部分に影をいれるときは、頭で考えた明度よりも明るくしてください。逆もしかり、影の部分を明るくするときは、あなたが思う明度より
も暗くしてください。このコントラストが奥行きという錯覚を作り出してくれます。
Edges help describe how a form changes, the quicker the form turns the harder the edge, the slower or rounder the form,
softer.
エッジの表現は形がどう変化しているかの表現につながります。形の変化が大きいほどエッジはかたくなり、形の変化がゆっくりで丸み
を帯びているほど、エッジはやわらかくなります。

First I establish my mid-tones, which will help describe the major forms of the figure. I think of the major parts as simple
geometric forms, such as boxes or cylinders. To facilitate where to put my mid-tones and how it can describe the major
planes. Also is a good idea to start to think about perspective, or my eye level/height in relationship to the subject. Often the
ground provides a great plane to see this, so look out for her feet or other areas that can help you see this.
中間色を入れることでまず、人物の大まかな形を表現することができます。モデルをボックスや円柱形の単純な幾何学的パーツで
考えてみてください。中間色をどこに置くか、その配置がどういう面を表現しているのか、考えやすくなります。また、奥行き（遠近感）、
すなわち自分のアイレベル（視点）と対象の関係性です。特に地面は奥行きを捉えやすい面です。モデルの足元やその他ヒントにな
りそうな場所に注目してみてください。

Pushing my values and edges so my form looks like the ones I see on the model, dark or lighter, rounder/softer or harder.
And still avoiding working on detail, fight the temptation for a bit longer.
バリューとエッジを入れると、徐々に人間らしい形に近づいてきました。明るい部分や暗い部分、やわらかい面やはっきりした面。ここ
でもまだ細部は描かないようにします。焦りは禁物です。

As you start developing your form, start looking into anatomy. How the forms and muscles interlock into and onto each
other. See how the changes in values and edges start describing the form and each form becomes the edge of another. If
you have particular difficulty with anatomy, make separate studies to being with from anatomy books, also having a
muscular model does make it easier. That said, don’t describe muscles that you can’t see even if you know its there. Not
every person has muscles as exposed or developed.
描き進めるにつれて、アナトミー（解剖学）を意識してみてください。骨格や筋肉がお互いにどう連結しているのか。バリューやエッジの
変化が骨格を表し、隣り合った形はどちらかがもう一方のエッジになっていく様子が見えてくるでしょう。特にアナトミーに苦手意識があ
る方は、解剖学の本から学ぶのもよいですし、筋肉のしっかりしたモデルを描くのもよい勉強になります。ただし、いくら筋肉の知識があ
っても、見えない筋肉は描かないでください。すべての人が目に見えるほど発達した筋肉をもっているわけではないのですから。
Now for detail and accents. Regarding detail be careful not to overdo them, too much detail can detract from the whole.
Make sure that the detail marries the whole.
次はディテール（ディテール）とアクセント（強弱）です。細部に関しては描きすぎないことです。描きすぎは全体を損ないます。細部と全
体のマリアージュを考えてください。
Push any value and edge in areas of focus that you think either is important or that you want people to look over other
areas.
あなたが重要と思うところ、見る人に注目して見てもらいたいと思うところを選び、明暗やエッジを強調してください。

Colour (hue;chroma;value) and textures. 色（色相・彩度・明度）と質感
The texture(surface material) of the surface (rough or smooth) are also considerations, such as the hair, skin, nails. But
hence the focus in on the more on the skin, I decided to keep it the head all together rather lost.
髪の毛、肌、爪などのテクスチャ（質感）も考慮すべき項目です（表面の粗さ、やわらかさ）。今回私は肌の表現に注力したため、頭
部は均一な質感で、あえて曖昧に仕上げました。
…. And finished! When something really finished is a question that changes answer in every painting/drawing, but a quote by
Sir Joshua Reynolds reminds me always what I should focus on.
- ‘ THE EXECLLENCE IN EVERY ART MUST COSIST IN THE COMPLETE ACCOMPLISHMENT OF ITS PURPOSE ‘
ついに完成です！一体どこで完成とするのか、これは永遠の課題であり、作品ごとに答えは変わってきます。この答えを導き出すとき
私がいつも思い浮かべるジョシュア・レノルズの言葉を引用し、このテキストの結びとします。
「卓越した芸術とは完全なる目的の達成である」

NOTES

捕捉

Don’t forget, if you find that your subject has too information, detail/values/colour, to SQUINT! By seeing less it makes it
easier to draw.
忘れないでください：細部、明暗、色彩…描く対象の情報が多すぎると思ったら、スクウィントしてください。見えるものを少なくすることで
描きやすくなります。
To stand back!
Seeing your own work from afar to understand how all the parts relate to one another. Getting stuck on detail is a very
common pitfall.
下がってください！自分の作品を離れて見ることで、パーツがお互いにどう関係しあっているかが見えてきます。細部にとらわれて全
体を見失ってしまうのはよくある落とし穴です。
Keep it SIMPLE. Not everything you see has to be drawn. Keep your drawing simple and manageable to being with and only
then see if you need to add more information.
単純化してください。見えるものすべてを描く必要はありません。ドローイングはシンプルで扱いやすい状態にしてください。それができて
初めて、さらに情報を加えるべきかどうかが見えてきます。
The whole before the parts! Big to small! Don’t get caught on small detail, make sure you get the entire picture and only
then when, get into the detail. Even then make sure that is whilst holding the integrity of the whole picture.
全体から部分へ！大きな形から小さな形へ！細部にとらわれないでください。全体像がつかめるまで細部は描かないでください。そ
してその全体像は一体性をもっていることが重要です。
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