
 

           

 

 

T E X B O O K  F O R  W O R K S H O P  2 0 1 9  W I T H  T A L  b y  J o n i  D u a r t e 

FIGURE DRAWING/PAINTING 



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

てしまいます。このすべての情報を扱うには、まずは全体を理解し、単純化し、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（構図）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）（全長

×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描き込んでいきます。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陰を分析します。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）と陰（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陰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。そして陰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. 

陰の部分が塗りつぶされ、光の部分と切り離

されたら、陰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、陰になります。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. 

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、決して陰の部分の明るめの部分より暗くはならないこと。光の部分と陰の部分が同

じ明度であってはいけません。 

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. 

光の部分に陰をいれるときは、頭で考えた明度よりも明るくしてください。逆もしかり、陰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、パースペクティブ

（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（細部）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。 

「卓越した芸術は 目的を完全に達成したところにある」 

            

 



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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