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PORTRAIT DRAWING/PAINTING 



 
 

The first step when making a portrait is to consider composition.  

肖像画を描くとき、まず初めに考えることはコンポジション（構成）です。 

 
The size and placement of our subject on the on the surface. But when lost, to rest on conventions may 
be useful, for it is safe and has works, even if not new or exciting. Make it life-size or best approximation 
when possible, centred but in balance. Meaning if there is a tilt on the head to the left for example the 
position should be slightly to the right on the page to counter the weight. Also there should be more 
space at the bottom than at the top. 
画面のどの位置に、どれくらいの大きさで対象を配置するか、つまり大きさと配置を決めます。迷ったときは、標準の比率に従うのが

よいでしょう。斬新とはいえなくても安全だらです。ライフサイズ（実物大）かできる限り原寸大で、中心に、バランスよく置きます。という

のは、例えば頭部が左に傾いている場合、釣り合いがとれるよう配置は画面のやや右側にきます。また、画面の下部の余白は上

部のそれよりも広くなります。 

 
When thinking of this stage keep the drawing to the very essential, four lines will suffice, a 
square/rectangle, top line representing top of the head, bottom line the chin and side lines for the side of 
the head. In other words Proportion, if there a tilt in the head is worth making these lines following the 
gesture from the beginning.    

この段階では、必要不可欠なものだけに集中してください。4本の線で正方形／長方形をつくれば十分です。、上の線

は頭部の上限を、下の線は顎、横の線は頭部の側面を表します。これは比率を考えることでもあります。頭部に傾きがあ

る場合は、その傾きに沿って線を引きましょう。 



 

 
 
Next place a centre line that goes thought the middle of the face, a symmetry line for the face. The 
position of this line can/will decide also on the rotation of the head, or in other words how straight to the 
viewer, or how far to the left/right the person is facing. The angle of this line will represent the tilt of the 
head. 

次に顔の中心を通る中心線を引きます。顔の対称軸となる線です。この線の位置により、頭部の回転度を決め、あるい

はおのずと決まってきます。回転度とは描き手を正面としてどのくらいのズレがあるか、つまりどれほど左／右に向いている

かということです。この線の角度は頭部の傾きを示します。 

 
Follow it by adding another line, brow ridge, perpendicular to the prior line. The height of this line along 
the axis of the centre line can help determine how far up or down the person is facing.   

次に先ほど引いた線と垂直に交わる、もう一つの線を引きましょう。眉のラインです。この縦の中心軸と交わる垂直線の

高さにより、人物の顔がどの程度上向き、下向きかが決まります。 
 

Now adding more lines, parallel or at least following the 
same vanishing point, to the brow ridge line. These 
lines will mark position of the major shapes of the 
features. Bottom of eye socket; bottom of nose; where 
the lips meet. Make sure to carefully observe and study 
their relative sizes and distances to each other as well. 

線を加えていきましょう。いくつかの水平な線、水平でない場合

は眉のラインと同じ消失点に向かう線を描きます。これらの線は

主な顔の造作の位置を示します。アイホール（眼窩、眼球の入

るくぼみ）の下限、鼻の下限、上唇と下唇の間などの線です。

それらの相対的な大きさやお互いの距離を注意深く観察、研

究してください。 

 
And follow it by determining their width as well, is also 
good practice to use plumb-lines to ensure their width 
has been made while considering their relative position. 
By this step most of the likeness will be set. 

奥行きも決めていきます。相対的な位置を考慮して奥行きを決

めるのには、即沿線を使うと便利です。この辺りまでで肖像のポイントが決まってきました。 



 

    
 
Now that the position has been decided on, draw the shapes of the features, still in their simplest form. 
Visualize as you draw the features and the head as a simple blocks, this will allow understanding the 3-
dimentionality, so one draws the features facing the correct direction on the face. * 

位置が決まったところで、顔のパーツの形を描いていきます。ここでもまだできる限り単純化した形にとどめてください。顔

のパーツや頭部を単純なブロックとして可視化することで、3次元（立体）を理解することができます。顔のパーツが正し

い方向を向くように描けるはずです。 

 
Create the shapes for the features with minimal amount of lines and in a whole encompassing, for eyes 
not the lids but whole of the eye socket, for nose a line establishing the angle of the bridge, the mouth 
enough to establish width of lips, and where bottom lip meets the chin. For ears a parallelogram. 
Think of the features in their most basic geometric simplifications   

最低限の数の線と周辺を囲む線だけで 顔のパーツの特徴を表します。眼はまぶたではなくアイホールを、鼻は鼻筋の

角度を示す線、口は唇の厚さを決める線、下唇と顎との境目など。耳は平行四辺形で。顔のパーツをもっとも基本的

で単純化した幾何学的な線で考えます。 

 
Indicate also the neck to reinforce the gesture, the turn and twist of the head against the body. 
Remember that a head without a neck cannot twist, only turn in the air. So even if indicated do include 
neck and shoulders. 

首を示唆する線を描きましょう。体に対しての向きやひねりの動きを出すのに効果的だからです。首なくして頭部はひねる

ことはできません。頭が宙に浮いてしまわないよう、添える程度でも首と肩を描きましょう。 
 
At this stage also have a line that separates front from side plane, this can reveal extremely helpful to 
understand the head as a 3dimentional structure.  

この段階ではさらに表面と側面を分ける線を描きます。この時点で頭部は 3次元の構造であることが良く理解できるよう

になります。 
 
 
 
 
 
 
 



 
** visual guide 

図解ガイド 

 
( beware to rely of formulas for face proportions, use them only as templates to start, but always make 
the adjustments for each individual )  

（顔の比率の公式を意識して、描き始めのテンプレートとして用い、つねに個別の調整を加えてください） 
 
 
*think of the head not as a square but as a cube, with their respective sides 
頭部は四角形ではなく、それぞれの側面をもった立方体と捉えてください。 

 
*facial proportion are different from individual to individual, therefore any formula will prove to be 
different from your model, however is a good idea to have a place to start, but always adapt it 
*2 different widely used formulas are used. The rule of 1/3 or the idea of 1/2 

*顔の比率は個別に異なり、その公式も目前の人物には当てはまらないことは明らかでしょう。ただし、ポートレイトに着手

する際便利な考え方で、常に公式は順応させていってください。 

*幅広く使われている 2つの公式があります。1／3のルールと 1／2の法則です。 

 

 

頭部に光を当てる

ことは単純な箱に

光をあてることと変

わりません。頭部も

箱と同様に明確な

表面、側面、上面、

底面があるのです。 



 



 
Consider where the light source is coming from, in this case top left, then draw and fill in your shadows.* 

光源がどこか考えてください。この場合は左上です。陰の部分を描き塗りつぶしましょう。 

 
We can finally move away from the over simplicity and blockiness of form. And move on to the subtle 
forms or anatomy. Carefully with the shapes when adding more values and edges, anatomy has to be 
considered, so study carefully how the forms turn and meet. There is a particular tendency to 
exaggerate anatomy and their respective parts with harder/darker lines in order to make them more 
pronounced. I would ask to fight this urge and keep the unity and subtlety of form to ensure integrity of 
the whole picture.  

ここでやっと、形の極端な単純化とブロックインから抜け出すことができます。微妙な形と解剖学へとすすみましょう。陰

影やエッジを加えていくとき、アナトミーを意識しながら注意深く形をとり、形がどこで角度を変え、それがどこで合わさるの

か観察しましょう。ここでは特に、アナトミーを意識し強調しすぎ、個々のパーツを強く濃い線ではっきりと表現してしまう傾

向があります。ここではあえてこの衝動を抑え、この微妙なまとまりを維持し、全体の統一性を維持することを推奨します。 

 



 

 
 

Last step. Accents of dark and lights. Here pushing the values and edges, by increasing contrast and 
make some forms stand out more as necessary. Is very easy to overdo it, so choose a focal point and 
let the rest be.  

最後の過程は陰影の協調です。明暗とエッジを深めていき、コントラストを強め、必要に応じてかたちを部分的に目立た

せます。ついこれはやりすぎてしまいます。強調したい部分を選び、残りは手をいれすぎないでください。 

The eyes and nose was my primary focus, notice by contrast how the ear and neck stayed untouched, 
as well as most of the hair on the right hand side.  
Learn to know when to stop not only how to do it.  

ここでは眼や鼻は注目させたいところであり、反対にいかに耳や首は描き込まないままにしているかお分かりいただけるで

しょう。右側の髪の毛も同様です。 

どう描くかだけではなく、どこでやめるかを学んでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exercises / homework 

課題 

 
Unlike music or even chess, where one can practice the last part of the song or ‘end game’, without 
having to always go through the start and middle. Drawing is often trapped by having to work the start 
and middle before the finish. But one can make more focus isolated studies nonetheless. 
I suggest having always a good foundation and understanding of the underlying forms and structures 
Lots of head lay-ins is a great exercise, and most of people mistakes do originate here ( wrong 
proportions / alignment ) boring and bare as they look do not underestimate they importance! 

音楽やチェスのように、序盤と中盤をとばして曲の最後のパートや「終盤」を練習することはできません。ドローイングにお

いては、仕上げに至るまでに序盤と中盤の過程を経なければいけないという罠があります。しかし、個々の研究に集中

することもできます。 

常に基礎を十分にふまえ、軸となる形や構造を理解することをすすめています。頭部をの様々な傾きで描くことはいい練

習になります。比率の狂いやつながりの不自然さなどの間違いの多くはここに端を発します。 

いくら単調で退

屈に思えても、

いかにこれが

大事なことか、

みくびらないでく

ださい。 
 



other exercise is at the other end, to focus on one area of the face to be able to fully focus and observe 
every possible form and detail, often, especially when working from life, one does not have the time to 
spend more than 2 to 3 hours on a portrait, may be worthwhile to study each part at a time 

別の練習方法として、顔の一つひとつのパーツにしぼって集中し、できる限りの形と細部を個別に観察します。特に人

物を見て描く場合、ポートレイトに 2、3時間しか費やせない場合は、一度に一つのパーツに絞って勉強するのがよいでし

ょう。 

 
studying detail and anatomy like this makes it far less daunting, and more manageable. Just do not 
forget that being able to the parts well is one thing, bringing all the parts together and make them work 
is a skill in itself, so practice that as well!  

細部とアナトミーをこのように考えることで、作業の難易度を下げ、また扱いやすくします。ただし各部をうまく描けることは一

つの作業で、すべてをまとめ肌のうえに破綻なくのせなければなりません。これもまた別の練習です。 



NOTES 補足  

 

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（目を細めて）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合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。 

 

覚えておくと役立つワード 

コンポジション（構成） 

ポロポーション（比率） 

ジェスチャー（身ぶり、動作） 

ネガティブスペース（余白） 

スクウィント（目を細める） 

シェイプ、フォーム（かたち） 

バリュー（明暗、明度） 

エッジ（縁） 

コントラスト（対比） 

パースペクティブ（奥行き、遠近感） 

アイレベル（視点） 

アナトミー（解剖学） 

ディテール（細部） 

アクセント（強弱） 

テクスチャ（質感） 

スタンドバック（下がる） 

シンプリファイ（単純化する） 
 

 



 

Introduction to Colour 

「色」入門編 

 

So think of the word colour , not as a a noun but as a collective noun. A collective of three components; Hue; 

Chroma/Saturation; Value 

「色」という単語をただの一つの名詞ではなく集合名詞として考えてみましょう。3 つの要素（三属性）：（色

相･彩度･明度）の集合体です。 

 
 

 

マンセル・ 

カラー・システ

ム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
When these 3 components are put together, we have A colour. 

3 つの要素が集まったものを、色といいます。 

 

One if not the most important aspect of colour is Temperature. How colour does relate to each other and 

affect/contrast each other.  

色の最も重要な 3 要素の他に、温度があります。色がお互いにどのように関係し合い、影響／対比するかを見て

いきましょう。 



 

色温度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So warmER of coolER is only comparative, warmEST and coolEST refer to absolutes. And every 
subject will have these same parameters of colour relationship. Now, Nature often will hit us with 
colours and values that we cannot represent in equal, but we can however capture their relationship on 
the canvas. 
  
より温かい、より冷たい、という表現は相対的なものです。最も温かい、最も冷たいという表現は絶対的なもの

です。どの対象もこの色の関係性に関して同じパラメーターをもっています。自然は、色相や明度で一概には表

わせない様相を呈していますが、私た

ちがキャンバス上でその関係を表現す

ることは可能です。 

 
take the left example as colour 
relationship/contrast the same grey 
on the first row appears warmer 
when inside of the blue box, or 
cooler inside the red one, and even 
against the white.  
So colour is all about context. 
 

色の関係／対比の例として、左図の色

を観察してみましょう。同じグレーの

色でも、一列目のグレーはブルーのな

かでは温かく見え、レッドのなかでは

冷たく見え、ホワイトのなかでさえ冷

たく見えます。つまり色とはすべて、

置かれた環境（背景）に左右されるも

のなのです。 

 

 

 

 

 

 



For the following examples, I’ll be using what is 
popularly known as the ‘zorn palette’, which is a palette 
that consists of 4 pigments ( titanium white, yellow 
ochre, cadmium red, ivory black). This palette forces 
one to better observe and understand colour 
relationship 
ここからいわゆる「ゾーン・パレット」として知られるパレ

ット（チタニウムホワイト、イエローオーカー、カドミウム

レッド、アイボリーブラックの 4 色）を用いて説明していき

ます。これは色の関係を観察し理解しやすくするためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(painting by Anders Zorn. Self-portrait with model 1896) 

 

 

In painting, up to the stage of lights and darks separation, the process is exactly the same as in drawing. 

However, values have to be considered together with, or, as part of colour, in other words, values with colour. 

着彩においても、光の部分と陰の部分を塗り分ける過程まではドローイングとはまったく同じ手順をふみます。

しかし、色をつけるときは明度を同時に考えなければなりません。色の一部として、つまり色のなかの明度を考

慮に入れます。 



 
(This colour wheel represents hue/chroma and not value) 
（この色相環は色相と彩度を示しており、明度は表示しておりません） 

 
So I placed my pigments of the colour wheel to give a better picture of what possible colours. Also 
important to notice is that , titanium white and ivory black have to be considered as colour as well, their 
low chroma and extreme value does not make them ‘perfect’ pigments to make things lighter or darker.  
Think of titatnium white as very low chroma bluish white, and ivory black as a very low chroma purplish 
dark. How does one figure this out? Simple, by mixing against other colours and observe how it affects 
other colours, triangulation by colour mixing if you will.  
ここで私が使うゾーン・パレットの 4 色を色相環のうえに置いてみます。色のなかでの関係（混色できる色）が

見えるでしょう。ここで大事なのは、チタニウムホワイトとアイボリーブラックも色として考えるということで

す。この 2 色は極度に低い彩度と絶対的な明度から対象をより明るく、より暗くするには最適とはいえません。

しかしチタニウムホワイトは彩度の低い青みがかったホワイトと、アイボリーブラックは彩度の低い紫がかった

暗色と考えてみましょう。色の関係はどうしたら理解できるでしょうか。簡単です、他の色と混色し、その色が

他の色にどう影響するか観察すればいいのです。混色の三角測量を用いましょう。 



 
So to mix, a ‘average’ skin 
tone, I mixed everything 
together. Think of colour 
mixing as a multiple tug of 
war, where each pigment 
pulls in their direction, the 
mixing is the balance of the 
pulling to get the right 
colour we need. 
 

標準的な肌の色をつくると

き、私は全 4色を混色しま

す。混色を複数の縄のある

綱引きと考えてみましょう。

それぞれの色は自分の方向

へ引き寄せるため、混色と

は適当な色をつくるための

綱の引き合いのバランスといえるでしょう。 
 

Asking question during the process of mixing and go by the process of elimination can make things a little bit 

easier as well. Question such as; Is it lighter or darker? Warmer or cooler? More chromatic or less chromatic?  

混色の過程で自分自身に問いかけましょう。余計な要素を排除してシンプルに、「もっと明るいか、もっと暗い

か」、「もっと暖かいか、もっと冷たいか」、「もっと鮮やかか、もっと鈍いか」と。 

 

Another critical aspect of colour mixing is understanding the temperature of the light source, the local colour, and 

ambient reflections. 

もう一つの混色の決定的な側面に光源の色温度、固有色、そして環境反射の理解があります。 

 

What is the colour of the light affecting the subject? 

対象に影響を与える光源の色は？ 

What is the colour of the subject itself? 

対象自体の色は？ 

What is the colour of the surrounding surfaces, other objects, floor etc.. 

対象を取り囲む面や他の対象、床などの色は？ 

 

Now before one gets overwhelmed with information is a good idea to be aware of this but also to take it slowly 

and one problem at a time.  

Focus primarily on major lights and midtones before worrying about subtle colours and shadows and reflected 

lights.  

Move onto shadows and once the balance is captured between the colours slowly introduce the more subtle 

colours and details.  

以上の問題を意識することは大事ですが、情報の多さに戸惑うことがないよう、ゆっくりと、一つずつ課題に取

り組みましょう。 

微妙な色や陰影、反射光に惑わされるまえに、光源のあたる面と中間色に注目しましょう。 

次に陰の部分にすすみ色のバランスがとれたら、慎重に微妙な色や細部を加えていきましょう。 

Also do not forget that we are using the ‘zorn palette’ in order to keep only very few options and focus on the 

relationship of colours 

また、ゾーン・パレットを使っていることを忘れないでください。色の選択肢を狭めることで色の関係に集中で

きます。 



色温度 

対象と表面だけが色相をもっているの

ではありません。光も多くの場合色相

をもっています。着彩において色相を

うまく機能させる方法として、「暖色

の光／寒色の陰」、「寒色の光／暖色

の陰」というルールがあります。 

光源が暖色の場合、対象の光源に面し

ている面は暖色の影響を受けます。し

かし cast shadow（投影された影）と対

象の陰の部分はその影響を受けません。

逆に対照的に冷たく見えます。この色

の差を強調し、陰の部分をより寒色で

表現することで絵を際立たせることが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  (by Proko)  

(by Praither Williams) 



 
Colour block-in, notice how colours are very close to each other but the lighter parts are also getting 
more towards the yellow, that is because the light source was a yellow light bulb. Some areas a less 
affected such as cheeks and lips because their local colour is redder. However for their light side the red 
is more of a orange red. And little by little adding more information to turn the form around the anatomy. 
色を使ったブロックインです。色はお互いに差があまりなく、光源に面した側面は、光源が電球色（暖かみのあ

る色）のため黄色味を帯びています。頬や唇のように赤味のある固有色をもつ部分は影響を受けにくくなります。

とはいえ光源の面のレッドはよりオレンジがかったレッドになります。少しずつ、解剖学に沿ってかたちに情報

を加えていきましょう。 

Much of the difficulty in portrait painting is 

due to the subtlety in which nature 

presents itself. Colour changes very little 

in a face and that is why is harder, harder 

to restrain oneself from overdoing as well.  

肖像画の着彩の難しさは生身の対象が呈

する微妙さにあります。顔の表面の色の

移り変わりはごくわずかで、これが描写

を困難に、またつい誇張しすぎてしまう

所以です。 

 

Practice makes perfect. Study hard, 

observe carefully, think through and paint 

often! 

破綻のない絵を描くには実践あるのみ。

勤勉、観察、熟考、そして何よりたくさ

ん描くことです！ 
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