
画法研究！

厚塗りで、表情と老若男女を描いてみよう
ATAM ACADEMY

アカデミックコース

今月の課題は、「厚塗り」を用いて、
キャラクターデザインには欠かせない、
「顔のかき分け」を研究します。
先月で「厚塗り」について知ってもらったので応用しながら、
顔の描き分けを「光」と「かげ」、顔のパーツの構造。と
考えながらやっていきましょう！

【今月のかだい】
・りんごの「厚塗り」でかげ・光を描こう
・骨格から差を考えよう
・「顔」の構造を理解して描こう
・老若男女を描き分けよう



STEP1

ATAM ACADEMY

アカデミックコースりんごの「厚塗り」で かげ・光を描こう

「厚塗り」をおさらい

グレースケールの「りんご」を観察
「色」の要素を省いて観察することによって、
「明暗」・「かげと光」を意識しやすくなります。

名画と言われるものは「グレースケール」に置き換えても、
美しい「明暗」の作品が多い。と言われています。
では、このりんごのどこにかげ・光があるでしょうか？

デジタルで言う「厚塗り」は油彩のように、色を重ねる塗り方です。
一般的に主線が目立たないものが多く、塗り重ねで立体感のある絵に仕上げる技法です。

「色」によって立体感を作るので「かげ」「光」の描き方が作品に大きく影響します。

今回はまず、「かげ」「光」について考え「特性」を知っていきましょう。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース

❶光源を設定する
光の源が無ければ、かげもハイライトもでき
ません。イラストを描くときは、「どこから」
光がきているか考え、「光源」を作りましょう。
イラストに光源が入らない場合でも設定をし
ましょう。

❷「かげ」
「光源」が決まれば、「かげ」の入る位置が決まります。
「かげ」には二種類あり、
物体そのものに入る「陰（かげ）」と
物体が光を遮ることによってできる「影（かげ）」があ
ります。

「影」は物体に近いほど「濃く」
離れるほど「ぼやける」特徴が
あるので濃淡も意識しましょう。
また、「影の長さ」は「光源の
高さ」を伝えることもできます。
「時間」を意識したイラストで
は長さも大切です。

かげと光のポイントをつかもう



ATAM ACADEMY

アカデミックコース

光源
ハイライト
陰影（かげ）

反射光

❹ハイライト
「光」が一番強く当たっている場所に描きま
す。太陽が眩しいと「色」が飛んで白く見え
ますが「ハイライト」も同じです。強い光は
物体の固有色関係なく「白く見える」ことを
覚えておこう。

❺反射光
反射による色の見え方で、
不透明な物体に光を当てると、ある領域の波長の光を
反射します。 このように物体に当たって反射した光の
ことを「反射光」とよびます。

「反射光」によってりんごの右下「陰」であるはずの部
分が少し明るくなっています。
また、りんごが反射した光によって「影」にも明るい
部分ができます。

反射光を意識することができれば、イラストのリアリ
ティをググッと上げることができるので、
色々な形、材質のものを観察してみてください。

かげと光のポイントをつかもう



ATAM ACADEMY

アカデミックコース「厚塗り」のステップを知ろう

ステップ１：ベタ塗り
物体の「基本色」で形を取りつつ「ベタ塗り」
します。
りんごは まんまるではないので、少しゆが
みや角を作るとリアルになります。

ステップ 2：陰と色足し
自然物は基本色が１色ということはないので、他に
も見えている色を置いていこう。
できたら、「光源」を設定し「陰」を入れます。
このステップから「立体感」も意識しながら着彩を
進めよう！ブラシの方向は一定を意識してりんごの
丸みを伝えよう。



ATAM ACADEMY

アカデミックコースステップ 3：ハイライト 

光が強く当たる部分を意識して描き込みます。
平筆などでざっくりと大きく光を捉えていき
ます。細かなハイライトが当たる部分があれ
ば筆を細くしていこう。

ステップ 4：反射光 

物体の接地面からの反射で「陰」の部分に明
るい場所ができますが、反射の「色」は接地
面によって異なります。白い床に置かれてい
れば、「白い反射光」になり、青い床であれば
その色味が反射されています。



ATAM ACADEMY

アカデミックコースステップ 5：細部の加筆 

線を馴染ませる作業や、茎の部分。物体固有の模様を描き込んでいく。この時も、物体の立体的な流れ
を意識して描いていこう。また、りんごは「赤」一色で出来上がってはいません。中身は薄い黄色です。
美味しそうに見せるなら少し彩度の高い色（例えばピンク）などを配置するのもアイデアです。

ここでは、イラスト全体が「はっきり」と見えています。
この「はっきり」を仕上げで少し「やわらかく」していきます。



ATAM ACADEMY

アカデミックコースステップ６：仕上げ

どこを「やわらかく」するか？
「光の当たっている輪郭線あたり」を「やわらかく」します。光が当たることにより、「色」が少し飛ぶ
特徴と目から距離が離れる程「輪郭線」はぼやける特徴を考えて「やわらか」な仕上げをすると良いです。

合成モード「スクリーン」を使用しています。ほんのり
「やわらか」を大切に、白も青も不透明度 30% にしています

　白
30%

　青
30%

完成！



ATAM ACADEMY

アカデミックコース「グリザイユ」を知ろう
「グリザイユ」って？
「厚塗り」の１つです。グレースケールで陰影を描き、後で色をのせます。
基本の厚塗りより、ステップが少ないです。また、グレースケールで下絵を作るので、「明
暗」を作りやすいです。「かげ」「光」を意識したイラストを描きたい時にオススメです。

ステップは３段階です。
ステップ 1：グレースケールで物体を描く
ステップ２：物体の固有色を描く
ステップ 3：ハイライト

ステップ１：
グレースケールで描く

「明暗」意識して白から黒の間の色で物体を
描きます。「かげ」をこの時点で描き込みます。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース

ステップ２：固有色を描く
レイヤーを上に足し、
ブレンドモードから「オーバーレイ」を選択。
物体そのものの色を塗ります。この時は光
や陰に左右されず「固有色」を塗るよう意
識しましょう。

「オーバーレイ」の特徴：
明るい部分は元の色より明るく
暗い部分は元の色より暗く

色を変えたくない！という場合は、下地の明度を
50% の黒にしてから、「オーバーレイ」をしてみてね。
そのままの色味で重ねることができるよ！

ステップ１に
ステップ２を
オーバーレイした状態



ATAM ACADEMY

アカデミックコースステップ３：ハイライト
ハイライトを描き込みます。この時に細部の加筆が必要な場合は模様なども描き込んでいこう。



STEP2

ATAM ACADEMY

アカデミックコース骨格から差を知ろう

骨格から知ることで、描き分けの考え方がわかります。
また、性別によるキャラの特徴付けもしやすくなるよ！

大人と子どもの骨格

５歳児 成人男性

実際の比率

子どもの頭蓋骨は成人男性の骨に比べてやわ
らかく、形成途中なため、成人よりも範囲が
広く、ふくらんでいます。そのため子どもの
顔のパーツは下半分に集まっています。
頭蓋骨から分かるように、子どもを描くとき
は「おでこ」を広く、「まるみ」を意識して
描けるといいですね。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース女と男の骨格

成人女性

成人男性

まずは「正面」でそれぞれの
特徴をとらえていこう。

イラストで女性は「やわらか」
男性は「角張った」イメージ
を持って描くことが多いと思
います。
それは頭蓋骨でも見てとれま
す。女性は「まるみ」のある
印象で、男性は「がっしり」
と感じますね。では具体的に
「どこが」「どう違うのか」を
意識してみよう。「正面」で
違いが分かれば、横・ななめ
も見比べて「違い」を観察し
よう。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース女と男の骨格

頭頂骨前頭骨

側頭骨 蝶形骨
頬骨

上顎骨

鼻骨

下顎骨

呼称ごとに色分けをしています。正面・横・ななめで「どう」見え方が変わっているか観察
しよう。この頭蓋骨は、女性男性どちらのものでしょうか。前のページで確認した、「違い」
を意識してみましょう。

ぜんとうこつ とうちょうこつ

びこつ

そくとうこつ

きょうこつ
ちょうけいこつ

じょうがくこつ

かがくこつ



ATAM ACADEMY

アカデミックコース肉付き
子どもと大人では、骨格から違いますが、成人と老人は多少の違いはあれど骨格の形は同じです。では何
が違うのか？それが「肉付き」です。肉のつきやすい場所やたるみやすい場所などを知って、イラストの
個性やキャラ作りに応用しましょう。

おでこ・ほほ・あごには肉がつきやすく、
「太い」「細い」の違いが現れやすい。

肉がつきやすい部分は「たるみやすい」
部分でもあります。口の周りは「表情筋」
の関係もありよく使うのでたるみが少な
く「しわ」が入りやすい。



STEP3

ATAM ACADEMY

アカデミックコース「顔」の構造を理解して描こう

顔にはいくつかのパーツがあります。各パーツがどのように動くか「表情筋」から考
えて、どのように動くか知っていこう。

前頭筋

鼻根筋

皺眉筋

眼輪筋

鼻筋

上唇鼻翼挙筋

少頬骨筋

口角挙筋

大頬骨筋

笑筋

口輪筋

口角下制筋

下唇下制筋

オトガイ筋

目・眉：眼輪筋が目の周りをぐるっと囲んでいます。
皺眉筋を動かすと連携して眼輪筋も動きます。

鼻：鼻根筋、鼻筋、上唇鼻翼挙筋で構成されてい
ます。鼻に力を入れると眉間にシワがよるのは鼻
根筋につながっているからです。

口・頬：口の周りは種類が多く、このことからも
複雑な動きができることがわかります。また、頬に
つながる筋が口角を上げたり下げたりしています。

自分の顔で笑顔や泣き顔を作ってみよう。どの「表情筋」
が動いているか意識してみてね！また、連動している筋が
あるかも意識しよう。細かい表現につながるよ！

ぜんとうきん

びこんきん

しゅうびきん

がんりんきん

びきん

しょうきょうこつきん

だいきょうこつきん

こうかくきょきん

しょうきん

こうりんきん

こうかくかせいきん

かしんかせいきん

じょうしんびよくきょきん



ATAM ACADEMY

アカデミックコース人が笑うと、唇の両端が上向きに動くだけでなくそれ以外の表情筋も連動して変化します。
 感情に合わせて筋肉が連鎖的に動き、顔全体に本物の笑みが生み出されます。
眉や目、小鼻や口の形など、表現される感情に合わせてあらゆる部分が動きます。
 まずは自分の顔を観察し、感情に応じた顔の変化を見てみましょう。また、連動してどこに力が入ってい
るか。どこが引っ張られているか。など感じ取ってみてください。

キャラクターを若く見せたければ、シワを
「線」で描かないでください。線のシワが
顔に増えるほど、そのキャラクターの印象
はより老けて見えます。

喜び 怒り

悲しみ 驚き

基本的な感情におきる筋肉の動きとシワを、そ
れぞれ青色の線とピンク色の矢印で表しました。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース顔のパーツの構造：目

眼球にまぶた（眼輪筋）がおおいかぶさっているイ
メージをしよう。
「まぶた」の形が変わることで「吊り目」や「垂れ目」
の特徴になります。また、どのような凹凸か知るこ
とで、線を入れる位置や陰・光の入る位置を考える
ことができます。

目は「球体」です。構造を知り、普段イラストに描いている部分が実際のどこに当たるか。
また、どういった役割があるか理解して描こう。

角膜 水晶体 瞳孔（黒目）



ATAM ACADEMY

アカデミックコース顔のパーツの構造：目

標準

吊り目

垂れ目

リアル調 イラスト調 デフォルメ調

リアルからデフォルメまでを「標準」「吊り目」「垂れ目」で分けています。どの線を拾い、どの線を割愛す
るか。その取捨選択で「自分らしさ」を作り上げていきます。「目」が球体であることを意識しながらも、
オリジナルの描き方を確立していこう。

目頭と目尻が直線上に
乗るイメージ。

標準から目尻の位置が
少し上がる。図のよう
なイメージ。

標準から目尻の位置が
少し下がる。図のよう
なイメージ。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース顔のパーツの構造：目
目は顔の中でもっとも表情豊かな部分です。目は「目だけ」で怒っているか、喜んでいるか伝える力があり
ます。そんな目の周りにはたくさんの筋肉があります。どう動くかを知って、表情豊かに表現しましょう。

驚き怒り

恐怖１ 恐怖２

怒りは鼻周り
に力が入るた
め目頭などに
シワが入りま
す。
また、大きく
同じ感情でも
細かく表現す
ると「恐怖１・
２」のように
動く筋肉は
違ってきます。
恐怖の中に「不
安」があるの
か「驚き」が
あるのかなど。

動く筋肉と矢印の色を合わせています。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース顔のパーツの構造：耳
耳は見ただけでは、明確にパーツごとに分かれていません。どのように構造分けされているか知り、観察し
てみてください。あなたのイラストに合わせた「耳」の表現を考えましょう。

奥行きを段階ごとに色分けしています。
自分の「耳」を触りながら、どこが「緩やかに」・どこが
「急激に」形が変化しているか感じてみましょう。

耳輪

対耳輪上脚

対耳輪下脚

耳孔

耳甲介

耳珠

耳たぶ

じりん

じこうかい

じこう

じじゅ

たいじりんじょうきゃく

たいじりんげきゃく



ATAM ACADEMY

アカデミックコース顔のパーツの構造：耳

描き方の違い
イラストのタイプにより「耳」の表
現も同時に変わります。あなたが好
きな漫画やイラストレーターの絵柄
はどんなタイプでどのような「耳」
を描いているでしょうか？「耳」だ
けでなく、細かくパーツごとに観察
してみてくださいね。

「耳」の付き方
ここでもキャラの個性を出せま
す。対耳輪が張っているタイプ
は前から見ると耳の輪郭線をと
び出していたり。「耳」そのもの
が前に向いて付いていたり。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース顔のパーツの構造：口

イラストでは、赤唇と白唇の境目を「線」で表現されることは少ないです。「厚塗り」で表現する時も物体
の「色の違い」で表現し、そこに影や光をのせます。顔の曲面と唇の凹凸を理解して着彩することが大切です。

口はサイズの違い・形の違いだけでキャラクターの個性を大きく変化させ、感情を伝える点でも大きな役割
をになっています。また、「開いた口」は形がより複雑化します。違和感なく描くために構造から考えてみ
ましょう。実際に自身で触れて確認しながら、形の凹凸を把握していこう。

人中

キューピッドボウ

上唇結節

白唇

赤唇

上唇歯肉

喉頭
に続く

口蓋

口蓋垂

舌

下唇
簡略化したもの。歯の付き方に
歪みが無ければ奥行きも同時に
表現できます。

前歯

臼歯

犬歯

はくしん じんちゅう

しにく

こうがい

じょうしん

げしん

けんし

きゅうし

こうとう

こうがいすい

じょうしんけっせつ

せきしん



ATAM ACADEMY

アカデミックコース顔のパーツの構造：口

口は「正面」と「横」で形の印象が大きく変わります。鼻からあごの流れの間に凹凸が繰り返されます。
この凹凸を理解していると「正面」でも「陰・光」のポイントが掴みやすくなります。上唇・下唇の面の
向きを確認したり、鼻からあごの流れの中で凹凸に「どのような差」があるか確認してみてくださいね。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース顔のパーツの構造：口

歯の大きさは変わらない
口を開くときに、口のサイズに合わせて歯のサイズな
どが変化しないように注意しましょう。
「大きく」口を開けると「口蓋」の見える部分が増えま
す。口を閉じている時点でそのキャラクターの歯の幅・
大きさをイメージしておくことは大切です。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース顔のパーツの構造：口
口は多くの筋肉につながっ
ています。細かく動かすこ
とができるので「どう動か
せられるか」を知りましょう。
歯を離して口を開ける場合
は下あごから動く意識を忘
れずに！

笑顔は曲線が少し変化するだけ
で「どれだけ」嬉しいか、伝わ
る量が変わります。

口周りの筋肉は、左右を非対称に動か
すこともできます。

笑顔 怒り・不満

簡略化



ATAM ACADEMY

アカデミックコース顔のパーツの構造：鼻
鼻だけを大きく動かす。ということはなかなかしませんが、表情がくずれた時に周りのパーツの筋肉に引っ
張られて、鼻の形も変化しています。目や口の動きに合わせて「鼻」も意識しよう。

驚き標準

怒り１ 怒り２

鼻の形を「線」
で表現しない
場合も、「鼻孔」
の形の変化や
「小鼻」の位置
の変化、形の
変化を意識す
ることは大切
です。明暗で
表現する際は
特に気を使い
ましょう。
「鼻孔」は口の
動きにとも
なって形の変
化が起きやす
いです。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース

「厚塗り」では「顔」・「パーツごと」の凹凸を意識し、
光源に合わせた「陰」「光」の表現が大切になります。

「厚塗り」で顔・顔のパーツを取る

右のイラストから、「顔全体」ではどこが「凸」の部分か読み取って
みましょう。また、「凹」も探してみよう。

凸の部分
「光」の入りやすい部分です。ただ
し、光源の設定により変化します
ので、リアルでの観察を忘れない
ようにしよう。

凹の部分
顔はパーツに合わせて細かく形が
変化しています。盛り上がってい
る部分の近くには「陰」になりや
すい「凹」ができるのでその変化
が「急」なのか「ゆるやか」なの
か観察し表現しましょう。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース顔のパーツごとに取る

目が「球体」であることを思い出
してください。上まぶた「中央」
に光が入り、両サイドに陰が落ち
ています。これにより曲面である
ことが伝えられています。下まぶ
たは「ほほ」の影響を受け曲面で
あることがわかりづらく少し「く
ぼみ」になっています

口は「唇の形」を「色」で
表現しましょう。日本人は
唇に凹凸が少ないので過度
な陰影はさけよう。口紅や
リップクリームを想定する
際に「光」を入れる程度で
も十分です。

耳は「正面」の
場合、目や口よ
り「奥」にある
ので細かく描き
すぎると「ピン
ト」が合い主張
が強くなります。
程よくリラック
スして描いてみ
てください。



STEP4

ATAM ACADEMY

アカデミックコース老若男女を描き分けよう

老若男女を描き分けるために、まずは「違い」を知りましょう。形やバランスがどの
ように変化しているか。また同じ部分はあるのか、見てみましょう。

各年代でどのように「違い」が
あるか。また、同年代でも「男
女」に「違い」があるのか。骨
格やパーツごとの特徴を思い出
しながら観察してね。

大きく捉えられる「違い」

女性は「丸く、やわらかな線」
を意識。男性は「しっかりとし
た骨格と陰影」の意識を持てる
と良いです。

子ども（10 さい） 大人（20 代） 老人（70 代）



ATAM ACADEMY

アカデミックコース老若男女をかき分けよう：女性  ※光源を正面に設定
あごでラインをそろえています。そこを基準にパーツの位置や、バランスの違いを確認してみてね。

子ども（10 さい） 大人（20 代） 老人（70 代）

・正円に近い顔の形
・顔の凹凸が大人に比べ少ない
・髪は細く、柔らかな印象
・ほほやあごは丸い印象
・首が短い
・肩幅がせまい

・だ円形の顔
・目鼻立ちがはっきりとしている
・目と眉の距離が少し「近く」なる
・ほほからあごの流れをシャープに
・あご先は「細く」「丸み」のある印象
・肩は男性より「丸み」を意識

・やや長方形を意識した顔の形
・まぶたが「下がる」ことによって目の周り
のしわが増える
・ほほが下がり、唇は「薄い」印象
・首元、横の線は「しわ」。
たての線は皮膚の「たるみ」
・「猫背」の場合、首は短く見える

全体的に「重力」によって下がる意識
子どもの頭蓋骨は大人よりカーブが大きく、おでこの一番膨らんでいる部分が大
人と異なる。なので「ハイライト」の位置はおでこの中心から上でイメージする。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース老若男女をかき分けよう：男性  ※光源を正面に設定
あごでラインをそろえています。そこを基準にパーツの位置や、バランスの違いを確認してみてね。

子ども（10 さい） 大人（20 代） 老人（70 代）

・正円に近い顔の形

子どもの頃は男女の差が
少ない。
「差」を作る場合はフェ
イスラインを少しスッキ
リさせる。また、目や瞳
孔を少し小さく描くと
「少年っぽさ」の演出に。

・やや長方形に近い顔の形
・目は細く切れながでより男性的な印象
・女性より少し長い「鼻筋」を意識
・輪郭は女性より「がっしり」をイメージ
・首は太く、喉仏がある
・肩周りの筋肉を意識できると良い

・大人の時よりも「細め」の長方形をイメージ
・女性の老人と似た特徴

フェイスラインやおでこなど、女性に比べ
「しっかり」陰を入れることで、「骨格」が
強調され「筋肉質」やメリハリを出すこと
ができる。また、眉を少し太く直線的にす
ると「力強さ」を演出することもできます。



ATAM ACADEMY

アカデミックコース老若男女をかき分けよう：男性横顔  ※光源を顔正面に設定

肉付きがよく「ぷにぷに」としたイ
メージ。陰と光を「やわらかく」入
れることでゆるやかな曲線を印象づ
ける。

・おでこは丸く出っぱっている
・鼻筋は短く、鼻先は上に向いている
・唇やほほはぷっくりとしたイメージ

全体的に「ゴツゴツ」角張った印象

・おでこは眉毛の上から曲がり出す。
（女性は眉頭から）
・あごのラインがはっきりと見える
・男性は喉仏が成人に向かうにつれはっ
きりする印象

全体的に肉がそぎ落ち、重力によるシワ
やたるみを意識。彫りが深い意識で着彩。

・目頭はくぼんでいる
・まぶたがたるみ、目尻が下がる
・鼻は皮膚が張り、骨のラインが目立つ
・唇は薄くなり、凹凸も少ない
・あごの輪郭がぼんやりしてくる
・後頭部の皮膚もたるみ、シワが入る


