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コンピュータで描くのは、ファミリーレストランでｆ供用のマットにいたずら

11篭をするのと似たようなものだ。IJq角と丸の反別がつき、点と点を結ぶパズル

が解け鳥人であれば、コンピュータで絵を州けあ、どれくらい上手に州けるか

は、そくﾉ)人の技術的なﾉJIItより1M畑'1りな脆みの深さによるところがﾉ<きい。

水？(的に、地了･のお絵かきは｣とﾉj形､桁''１，点を結んだ多角形といった似|形を

｣1tね合わせていくことに過ぎない濃淡の付け方によっては､数学的に定推され

た点を戒線や曲線でつないだだけよりは、多少見栄えが良くなるかもしれない

がこの点の集まりが印刷されたとき、それによって｢何が炎現されていあか｣が

lﾘ|；・の|川辿だと考えてほしい

・腿でも'1/:〃体を|附いたことがあれば、ｆ順はおわか'｝だろうー まずひとつの

』E方形がTE面の壁になるー 少し|姉'tをずらした、もうひとつの正方形が背Ⅲiにな

るそして'1鷺而と背面をつなぐ側ｌｍを拙けば、３次元の似lが拙けるというわけだ

(Ⅸ18.1参雌）
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これを一帳jLめれば､例8.2のような地ｆのお絵かきが

完成するぞれぞれの図形を異なる雌1)方にすることで、

絵が透けて兇えなくなり、本物らしく見せることができ

る，個別のlIL|βl形にそれぞれふさわしい影を付け､州Ⅲに

あゐべき四/11ﾉ|｢ｸをIiiiImのIlIl角形の後ろに配慨すれば､そ

8.2⑨長方形を措く ⑤でき上がった側面を槻製
し鋪の反対側の側而と
して配置する

の瞬'111にアーティストがひとり廷生するツー

ルをそれぞれの用途に合わせて使うことだけは

忘れないように、このアドバイスを実際のド

''一ソフトに』【1て'よめゐと、「フリーハンド

ツールとＩ１ｌｌ:線ツールは使わない｣ということに

なあだろうこのふたつのツールの代わりに、

ほとんど何を描くにも多角形ツールを使おう

ドローソフトのもっとも'１t要な機能に、「汁

Iiliに送為｜と「lilIImにⅢす｣というＩ維能があゐ。

このふたつを使えば､ほとんどの失敗を似い側

すことができるだろうイく尤全な部分があった

としても、その前に何か別のものを置いて隠し

てしまえば､作荷以外にはわからないというわ

けだ．

「雌俊の)t術の授推は､紙Ⅲを使って冷雌111〈

にぶらFげる|_:曲.喝をつくったことだ｣などと

いう沸辿の人々にとって、以下に挙げるような

機能を持つデジタルでの作例は､伝統的なｆ法

に比べてはるかに岬ﾘなものだ

●絵の・部分を拡大炎'ｋできる』また、大き

めに描いた絵をⅡ的に応じて論小すれば、

描きやすいだけでなく小さなミスを隠す

ことができる

、長方形を選択し､それを
複製する

ー

⑬もう一度複副し.移動する
ポイントだけを迦択する

テ陸

⑥ボｲﾝﾄを移助して浦の仙
而を作る

_。、
〆.。

組

■

三ダニダ

闇くのではなく、
ができるように

で描いておく

百一

⑥蟹した側耐誠面に

⑰各而を適当なグﾗデー ｼ
ｮﾝで塾りつぶり゙

釦‘患!’；型

』

鞘蹴鯛瀞

⑧謂騨測蝋
テールを必要に応じて付
け加えよう

ノ

ACMＥ

ドローソフトを使うことで､インフォメーションデリイナーは点や
噸の擬誤りからリアル芯姶をつくり出せる

●まっすぐな線や光lIliな膿ﾉj形､災しいｌｆｉｌｌｌ

といった単純な例形は、手先の器Ⅱlさとは

無|、係に、自動的に描くことができあ多



〔hapter8コンピュータで描くということ

jYI形ツールを仙わないとできない機能も少しはあるが､たいしたlIIlMgでは

ない。

●グループ機能を使えば､たくさんの同形をひとまとめにしてサイズを変え

たり、色を蛾るといったことができる。凡やIFIMIといった単純な同形を細み

合わせてグループ化し、外枠の線を消して・色に蛾ってしまえば､九やljIljll

でつくったようにはとても見えない裡雑な形を簡単につくれる。さらに合

成機能や結合機能を使えば､その複雑な形を完全にひとつの同形に融合で

きる。

●コピー、カット、ペースト、襖製機能を使えば､図形をいくつでも似製でき

る。蹴方体の爪面と肯而に同じl川角形が必喫なら、ひとつの四角を描いてコ

ピーすればよいのだｃ

●多角形ツールは､点と点を結んでI‘I由な形をつくることができる。1,点の位

世は後からでも変災できるから、好きな形がlWiliにつくれる。

●ベジェlllI線は_:点を結ぶ直線を流れるような曲線に変える。カクカクした

絵を､ペンで・気に書いたような滑らかな線に変えることもできる。

●ほとんどのドローソフトでは、シフトキーを押しながら同形を描くだけで、

ｉｆ〔線の角庇を・だに保ったり、災〃形の辺の災さを椋し<して正方形をつ

くったI)、''１を正'11に保つといった制御ができる。

－クォーク・エクスプレス鋒や~ページメーカー画といった、ページレイアウトソ

フトのことを知っている人は多いだろう。コミュニケーションについて敬える学

校では、こういったソフトウエアの鵬本を知っていることが、昔の｢一分1111に２５

ワードの典文タイプ能力｣と同様に必弧りぱiとなってきている。ページレイアウ

トソフトのIllでもっとも一般的な豊クォーク･エクスプレス"は、ベジェ曲線と巡

結機能を除けば､脆新のドローソフトと'１１群の機能を持っていると両える。

同形を拙く、同形に色を雄る、複数の図形をグループ化する、IxI形を拡大/縮小

するといったことに佃れている人はすでに多い．そういう人なら、‐クォーク･エ

クスプレスーの多角形ボックスで脳I形を描いたり、「多角形の再稿集｣機能で同形

の頂点を白由に動かしてみることもできるだろうⅧ

1２３



1２４ Part２テクニック

もし、タイプの打ち方をきちんと知らずにタイピングの試験だけをなんとかや

り過ごしたような人であれば、今こそ"クォーク･エクスプレス"、“ページメー

カー蕊､“マイクロソフト･ワード詞といったソフトウエアの基本的な拙画機能に閲

する知識を再確認する絶好の機会かもしれない｡手始めにF1分の樹航を描いてみ

よう。峨初に補円を描き、鼻やI-Iなどの部I品を図形で描き足していく。そして､描

いた図形をグループ化して、ｒ1分に似てくるまで拡大･縮小を繰り返すのだ。

完成した絵は必ずプリントしよう。冷厳庫のドアのすてきな飾りになる上､次

の章でも役に立つだろう。絵があまり締腿でない(つまり、自分に似ていない)か

らといって、焦る必要はない。「マツキントッシュでいい絵が描けるはずない｣な

どと考えて、あきらめてしまうことだけは避けよう。「マツキントッシュで絵を

州くのは煉瓦で曲線を拙くようなものだ｣と首った評論家がいた。しかしすべて

をスムーズに解決してくれるベジェIlll線が登場した以上､不細工な絵と緋論家の

不満の時代は過ぎ去ったのである。

ベジェ曲線に戸惑うな
主要なドローソフトであれば､強力なベジェツールを使える方法が用意されて

いる。ベジェツールの機能名称や使い方はソフトウエアによって汎なるが､曲線

とスムージングに関する雅本理蹄はjIijmしている。その韮本とは、まず三つの点

のIHlには線が存在する。そして､ｲIﾘかの影響がない限り二点|mの線は戒線だが、

その両端の点には線を曲げる力を持ったハンドル(方向線)が隠れている。員点間

が直線であれば､そのハンドルは作動していないことになる。罰い換えれば､線

の''''がり凡介を鋼磯するハンドルが､両端の点とピッタリ砿なっているため、Ｈ

には見えないのだ。このハンドルを操作することによって、直線に流れを'j･える

ことができる。

線の曲がり具合を調整する方法は、ソフトウエアによって異なる。一般的に

は、「ダブルクリックする｣、「オプシヨンキーを押しながら操作する｣、隈なる

カーソルを進択する｣、「悩報を1りるコマンドを仙う」といった方法がある。ソフ

トウエアのマニュアルを見て､操作方法を確かめよう。とにかく、血線であれ頂

点であれ､ハンドルを引っぱり出して曲線や曲線の交点に変形すればよい｡そう

なると、元の頂点を示すアンカーポイントと、そこから両側に広がるハンドル

(方向線)の端を示す２つの方向点が災示されるはずだ。

ここまではすでに描いてしまったlf〔線や多角形の角を曲線に変える方法を税

明したが、これから描き始めるのであれば曲線を描く方法は巡ってくる。アン

カーポイントには３つの秘類がある。曲線と曲線を結ぶアンカーポイントは
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朋踊「カープボイント｣、'''1級と''1〔線の交点となるのが｢恨合ポイント｣、1lb:線

とI虻線を結ぶ角になるのが｢コーナーポイント｣である曲線を描くの

であれば､最初からカーブポイントを描くツールを使って描くことに

なるだろう

ノノ.向点やハンドルをｿ4隙に兇ゐには､ドﾛー ｿﾌﾄで111を描いてみ

るとよい。Ｆで''1をlIlliくときには、コンパスと'''1じょうに１本の1111級で

描くが、ドローソフトは、ハンドルの付いた,1つのアンカーポイント

（カーブポイント)で椛成される、オブジェクトとして円を描くのが一

般的だ

身近なドローソフトで111を拙き、「グループルイ除｣や｢述雑解除｣と

いったメニューを使って、′1つのアンカーポイン１，を炎,パさせる、炎,jミ

させたアンカーポイントのどれかひとつだけを進択する。似18.3のよう

に、アンカーポイントはlTi‘'ﾉにひとつ、底部にもひとつ、iiflj(111にひとつ

ずつあるはずだ方法はいろいろあるが、とにかくアンカーポイントを

ひとつ逆ぶと、そのIl1lj側に伸びた｢架空のシーソー｣が炎,J：されること

に”ｌしよう。これが｢ハンドル｣(方向線)だ‐

このハンドルの端にある〃向点を選び､動かしてみる元の円形がど

んな影禅を受けるかをよく伽察しよう。方向点をアンカーポイントや

''1の''1心に近づけ為と、1111級の'''1がI)叫合がﾘﾙまっていく，〃|ｲﾘ点を|リ

の１１'心から述ざけるように助かすと、'''がり｣↓合がきつくな')、lIlが球

根のような形になるはずだ

円の曲がＩ)具合を変化させるという操作は､あまりやらないかもし

れないが､多角形をなめらかにするのはよくあることだ“クサーク･エ

クスプレス"で作成したl』llllIi像を、冷雌''１<のドアからはがしてこよう

そしてそのすばらしい作,V,を、ドローソフトの抄ﾉｳ形ツールやペン

ツールでつくり直してみるのだカクカクしたイラストができあがっ

たら、ポイントを個別に秘jliIjしたI〕、ベジェハンドルを使ってなめらか

にしていこうノミで刻んだような脚は、ベジェハンドルを使って自然

で滑らかな形に終え為雌初に,{＃したように､細かい部分{よ拡大炎,Jﾐで

糊染すれば作業しやすいし、ノ､:きく描いた絵をあとから縮小して､細か

いミスを隠すこともでさあ。

線分ごとのllllがり具合は､その線の始点と終点のハンドルで決まる。

各部分の''''がり具合が望みと'おI)になるまで、Ｉ線の/Ii1111にあるアン

カーポイントのｲ『ハンドルと「ｲi側にあるアンカーポイントの左ハン

ドル｣を偶椎しようわずか16のポイントしか使っていない完成見本を

岡8..1にボす。見るだけではいけない．ベジェを使って絵を撒けるように

Iき出す

ｱﾝjコ
ボイント，

－ヘミｒ

/／
・
ノＩ

各ポイントには､曲がり具合を決定
するハンドルが隠れている

Ｉ ノ

1四s

この距翻

方向点からアンカーホイントまでの

距離が､「曲がりのきつさ｣を決定
する

言

〆

隣接するハンドルとの関係で方直
が決まる

ハンドルの位置と顔の園がり只酋
の関係に注目しよ弓
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8Ｊ
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なる唯一の世は､糾珊することなのだから

ベジュ曲線を使って絵を拙くときには、「少

ないことはよいことだ｣と吟えようアンカー

ポイントが少ないほど､絵は1,1然に流れるよう

なIllI線に兄えるものだ不要なポイントは削除

し、ハンドルで11M難しようハイエンドな２械

瓶のドローソフトは、アンカーボイン1,を必笈

舷低限に減らすための特別なコマンドさえあ

るくらいなのだ

くジェ111級の使い〃を純判するよい〃法の

ひとつは､【ＩＩｌｉ像をスキャンしてドローソフトに

i流み込むことだ。こう杵くと、例８，‘lをスキャン

してトレースしてみようと思いつく人もいる

だろう側8.1は､必笑妓小限のアンカーポイン

トまではつきＩ）しているので、iWiIiiになぞれる

はずだ多ﾉﾘ形ツールでスキャンした画像の上

をなぞり、なるべく少ないポイントで再現でき

し甲用

蛸
ｐ

い
”
漸
陸
勤
門
へ
心
倒

ｆ

回'／陥殊
＃
｛

ベジェ種使いこなす疋めに､このイメージを両現してみよう るようにすあスキャンしたllIli像を兇ながら｝1Ｗ

けるように、イラストの術iiiに吸いておくとよ

いベジェ曲線を使って、その輪祁をスキャン

而像に合わせるように柵いていくのだ。このiWUulはlnI度も練I)返し、前Ｍよりも

少ないポイン|､で猫けゐように糾剃しよう。州いた絵はすべて１Ｗj:しておき、|rrl

じﾉくきさでプリントしてみるポイント数のもっとも少ない絵が､原llIIiにもっと

も近いはずだ

何年もliiIから、主要な新ｉＭ州:のアーテイス|､たちは｢|i'jじオブジェクトを誰が

一岱少ないポイントでⅢけあか｣を競うコンテストを行ってきた。少ないポイン

１，で拙く競'1iiは､ベジェの機能を将得しようとする人にとって111i仙ある１１||純であ

り、良い糾珊にもなるポイントを艇小限に‘1111さえることによって､絵の兄栄え

がよくな為だけでなく、プリントにかかる'1,1:lIIIとメモリも節約できるのだ

多くのドローソフトには、’itね描き｣や｢オートトレース」といった機能があ

り、より|Wiltに絵が描けるようになっている。スキャンしたlIlli像を選択すれば、

ソフトウエアが自動的にそのイメージをなぞって､外径線を描いてくれるのだ。

その後で､ベジェＩＭＩ線を使って微I側終すれぽ定成というわけであるしかし､碓

念ながらほとんどのドローソフトのオートトレース機能は､あまりにも多くのポ

Ｌ

回織／
ジグ一

回Pｒ

３

可

ペジェ曲線で描成
されたこの絵は､表

示を見ればわかる
ように､わすか１６の

アンカーポイントて
描かれている

守

i-E響』
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イントをつくってしまうため、多くのユー

ザーは｢才－１、トレースを仙うより手でI、

レースしたﾉﾉが前単｣だと考えている、お仙

いのドローソフトの、動トレースを使って

みて、その愈兄にｉｆ成すべきかiffかを判断し

よう

なぜベジェ曲線を

使うのか？

8．５

厚

ベジェ曲線で描くことを
学んで行こう

ロ２

１.ケン唆画

4応:〈

合

描きたい形もⅧぶスキャンして

コンピュータに奴り込Cか､あるL‘

はＯＨＰシートにコピーし､コンピュ

ータのモニタにテープで止める

多角形ツール勘用いて.曲線の

鎧がり糾合が輿化･$､る箇所にポ

イントを、脱する最後のボイン

トゼ最初のポイントに戯れてパス

を｢閉じ6」図形が『閉じられて」
いないとグラデーションで塗りつ

ぶすことがで次ない

蒜1のポイントからハンドルを引き
出し誠1ポイントと鰯2ポイント

の間の賎隙が下総の曲線の初

めの部分に合〉ように農がり具
合を調謡J・る

蕊2ポイントからハンドルを引き

出し誌1ポイントから熟2ポイント

の間の鯛猟の峻半翻分の鍵が

り具合&鯛慾しよう｡どちらのハン
ドルもそのﾌ'ンノノーボイントからの

距離がI訓赫し<なるように操作
しよう

瓢2ポイントと鋪3ポイントの間

流3ポイントと卵4ポイントの問も、
これと間雛の操作を繰り頭す

これは良い簡間だ読片の排さんが自画像

の描き〃をあれこれどえているIllIに、ドロー

ソフトとベジェIliI線に|M1するいくつかの'1「

炎を挙げてみよう。

コンピュータ学若が｢オブジェクト指向」

と呼ぶドローソフトは､描かれたものをすべ

て数式で係作する線､錐I)色、文‘狼は､幾何

的な点のj州W(とその関係を炎寸方狸式の典

硫に過ぎない先に洲:いた'桁|を例にとれ

ば､それは唯緋Ｘ､Ｙで開始し、蛎標Ｘ'.Y'で終

わり、編Ｗの線で冊まれ､その内側はSパーセ

ントの綱(グレー)で蛾りつぶ与れていると

いった数式で保〃されていゐ

なぜこんなことが軍要なのだろう．‘フォ

トショップ．､や“マックペイント．.といった

｢ビツトマツプ系｣のペイントソフトのよう（ヒシl､マップ糸｣のペイントソフトのように、１Mいた絵を｢''1い点、瓜い点、カ

ラーの点､階IIMのある点の蝿ｆり｜として扱うのであれば、１１に兇えゐ解像庇で

のみ保作されゐことになる。点の鵬まりとしてlWFされた絵は､リ|き伸ばしたり

解像度の問いプリンタで印刷すると、解像度が変わ‐ﾉてギザギザになってしまう
のだ,，

ところが､オブジェクト指Ihjのドローソプトで州いた絵は､祉､火も縮小もI‘1111

1.1ｲI;だピッl､マップが｛｢肌な点で仙成されゐのにﾙ｝し､幾何的に批式で院津

1２７



1２８ Part２テクニック

れた線は、川力するプリンタやlllIimの解像庇に合わせて点の数を窪えられる、無

限の点を持っているようなものだ｡それゆえ、ドローソフトで描いた絵を出力す

るとき、唯一の解像度上の制限はプリンタ自体の解像度によるものとなる。

ビジュアル思考を身につけるために

ベジェ曲線を使って好きなスポーツのアイコンやチームのロゴをい

くつか作成しよう。

１・使うポイントの数はできるだけ少なくする。フットボールのヘルメット

は､フェイスガードを別にすれば３つのポイントで描けるはずだ。

２.各チームの試合予定をリスト化した｢今週の予定｣のグラフィックスの憂

本フォームに､完成したロゴとアイコンを組み合せてみよう。日曜版のス

ポーツセクションを見て参考にするとよい。
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股析のドローソフトにできないことと占えば、Ｆをたたくことで起助したり終

ｒさせることくらいだろう。というわけで、手をたたかずに、ドｕ－ソフトを立

ちあげてみよう‘そしてIMIの荒で描いた''11111i像をもとにして､描lIIliテクニックを

蛾ぷ航海を続けるとしよう

ベジュ'''1級についてマスターした今、さらに前進するi卿lliは盤ったべジェ1111

級や多ﾉｩll診の｢特定のポイントを進択する｣という次のステップに進むことにし
よう

単独のポイントを選択できるドローソフトで､似l形上のポイントを個々 に選択

でき為モードに股定すゐシフトキーや航城選択ツールを組み合わせて、''11I1li像

の嫌の耐の部分にあゐポイントを巡択する⑤選択したポイントを航の外側にliIlけ

て引っ張ればピノキオのような鼻になるし､逆に押し込んでロッキー.バルポア

のように見せることもできるｃ

こんなふうにポイントで遊ぶのは愉快だが､｢将だのポイントを進択する｣能力

にはもっと'1t災な賦味がある。'１１脈の．脹川iで絵の・部をﾉくきくすゐことによっ

て、その部分だけが近づいたように1,Lせられれば､絵に遠近感を川せるのだ､雌

請､優れたドローソフトには､遠近感､傾斜､ゆがみといった効果を'jえるコマン

ドも1Wわっているそれなのになぜ、この操作が大珊なのだろう？

曇

戸．、

フ
ォ
ー
ム
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9.プ

栢別な及迩のためにバレン

タインの八一卜猛描いてみ

よう皮雌はハッピーにＡＩ

り､あなにlことっては線渥つ
ばげる描好の諌言になる

Par[２テクニック

部分は全体よりも亜要だ
やり方は様々だが､優れたドローソフトであれば、多角形から選択したポイン

トだけを切り離したり、逆に多角形に別のポイントを結合させることができる

似19.Iのように､線分を細み介わせあことで光令に外l称卿xIをつくったり、似'9.２

のようにlxlを分制して岬ﾘ川することで11りじ物を二座拙く剛Mを省くことがで

きる

⑧

一木の直線を拙

さ両蛾にハンドル
を立ちあげる

■

ハンドルも操作し

ハート型の半分を
作成する

ハート型の半分を扱製し､

鯛JRE1llIにﾘﾌﾚｸﾄ(反転）
させる

、

二つの半分世腿列さ世、
端のｲﾝﾄを辿結して

完全に対称なハート型
を作る

ｌ'xlの.部分だけを他の部分から切りﾙ'すためには、切I)収I)たいＩ|;分のlI1lj端の

ポイントで､･ﾉ･イフツールや分ｉ１ｉｌコマンドといった|細|iをＩｌｌｉう必!災が‘吟る。この

コマンドを使うと、うさlIlIiらしに自分の似頗絵から鼻を切り取るといった賜鹿げ

たこともできるさらに砿腿なのは､ある|'x'形の一部だけを別の色に錐I)たいと

きにこの機能が役1kつ､二とだオリジナルのイメージを似秘し、襖製したものか

ら色を蛾})たい部分だけを切り１１Ｗしてグループ化すゐそくﾉ>部分をばん(/>少し縮

小して好きな色で雌ってＪ６の似'形の上に"$す縮小したことで７亡の似l形より小さ

くなっている分､元凶の外従線を消さずに済むし､特殊な稚')を指定した簡所の

外径線はﾉClxlとピツタリ合うはずだ

併号の辿りに色を端ゐというilrい遊びを倣えていぁだろうか？この遊びでは、

色の旗り方を利lijして２次元のイメージをつくI)出していたたとえば鉄砲の絵

であれば､その銃身のややl:側には明るい部分があI)、{･１１柵から光が､'１たってい

ることをボしていた,銃身の1,.の方にいくに遮れて１１門い色になっていて、’１ﾉ:体的

に凡えたものだ多角形の・部分だけ進択するﾉjr法を知っていれば、・部を明る

くハイライトぎせたり、1Ｗい形をつく為といったことも、側形をi１膳l1iI:す必喫な

しにでとる
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⑧

ジンバブエ

Chapter9高度芯描画テクニソク

ｑ
づ＜

通常の全領域の地図か

ら始める

半分に分割させるため

の線を引く

横断している線に沿って

地図(図形)を二つに分

割する

④
r～二号己

横断している線をコピー

し､分割された地図のそ

れぞれに連結させる

⑧
、

、

双方に独立した影を

付けて移動し､望み

通りの効果を得る

ソフトウエアは仕願を烈しくずるのではなく仕事に役立てるもの肥‘,ナイフコマンドが脇磁な拠
閥渥作賎してくれるのだから､前に揃いたもの巷もう-膜ﾄﾚー ｽする必嬰はない

多角形の一部を進択-り．る機能によって、｜州iいたイメージをいろいろな方法で

岬I川1できる。たとえば、人物像の足の部分だけを利用して、足の'､1,(11111笈のため

のグラフィ･ソクスができるというわけだ巡紺やｲﾔ戒といった、ナイフと逆の投

削をすあコマンドを使えば､ふたつの多ﾉｲI形を紬介して､以li州iいた｝lLに指先を
拙き足すこともでき為

熟練したグラフィックスアーティストは､以Iiii描いた素材の部を、ちょっと

変災したり描き足すことによって繰返し利川するものだ自分で拙くことができ

なくても、色々 なアイコンの断片を縦ざ合ｵ〕せて、Ｗｉ:しいイメージをつくれる

このような、多/【jjl‘の切り収I)と継ぎ足しの脚A(‘１，膳域地I‘x|から,,1'､ﾎ''１地|､xlを

作成す為のにも利111できちひとつの地I'xlのある｣山城を､厳滞かつ,i剛lにコピー

し、111分で描いた地域と詰合させることもできるのだ

1３１
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9.3

9-4

Ｐａ｢t２テクニック

スタートラインに立とう
こういった基本的なツールを使ってみると、ドローソフトで絵を描くという作

業は､単純な作似1W〔川機ではなく、コンピュータを使っていぁということがよく

わかるコンピュータは郡１１のかかる作梁をI1Imlj化してくれるものだ

４ポイント黒

３ポイント白を重ねる

さらに0.5ホイント黒を重ねる
一一＝＝＝⑤

ランド･マクナリーの道路地|'Ｘｌにあゐ

ような、商速世路を,J〈す記サをつくると

する。彼の描いた尚述道路は、１本の線を

２木に分割してｋりとドリの'1《線を,ｋし

Rj上木を一本作庇

絶の枕木畦担製し､最後の枕
木の位置を決める

晩木を披列＊l卜､Nil間し.クル

ープ化する

黒初のレールを描き複製する

レールを班列ｉ１Ｇｕグループ化

する次に二つのグループＥ
整列させる

~イラストレーター~と~フ

リーハンド･では､最初に複
副するときに気を付けて湧
隠すれば､それと符間隔で何
座でも迦製で進る°その庇
め､遍後の手叩である謡列は
不亜かもしれない

ていた(閃9,3参照）あの線を描くには、

朔Ⅱ11((』に３イミの線が必蝶だが､次の〃法を使えば線を３'''1Miく必要はない

まずは道路を表す．,ドの太い線を拙く･線を描くツール(ストローク、ライン、

ペンなど)の太さを，ポイント、線の色を黒に設定して道路を描くのだ次にそ

の線をコピーし、線の太さを３ポイント、線の色を'‘Iに変!xする秤庇線をコ

ピーして、太さを().5ポイント、線の色をｌＭに,没定す為。こうしてできあがった３

本の線をすべて巡択し､線の上'､｡/,ﾐｲiがすべて揃うように雛''させる。これで統

斑に分荊された商述道路のシンボルができるだろう。

lllllllll||||||||||’

i構域戦韓

#######輔１

鉄道をつくるなどと↓『うと、まるで.､シム・シ

ティ”の１ﾙしでもしているようだが、このテク

ニックは、まつすぐに1111ぴた線賂をⅢiくのにも

役立つ(似19.‘1参照)。まず線路の端にある枕木を

示す直線を描く二次にその枕木を選んで､線路の

もう・〃の端に届くまで複製を繰り返す何

ダースもの枕木ができたら、雌初と蚊後の枕木

だけをil;しい場所に脇11ﾘﾉすゐすべての枕ノドを

選んでヒドガ向に整列させ､左右方向には等間

隔に雌ぶように分散させるレールを描き足し

たら、レールと枕木を揃え､すべてをグループ化

すれば線陥ができ為、これを｣山|､x|にピッタリ合

うようにlIIlIl唆させればできあがりだ



Chapter9高度な篤画テクニック

チャートにチャレンジ
整列や配ftのような強力なツールを使えば、バーチャートの禁列が乱れたり、

左右の|Ⅱl隅が不揃いになることはあI)得ない。椎11,|肥liwt,サイズ変更といった

機能をﾉ|ﾐかしてバーチヘ'-1,を､|蝋Iﾘj的に作成する速くてIWIliな方法を紹介し

よう

１．幅２分の１インチ、高さは１００のようなⅨ切りのよい単位にして、マスター

となる椎を拙く・

2．この旅を必'鵬な欺だけ慨製す為

9.5 複製された棒グラフの幅は同じ

／ 、
ムグラフの高さはデーﾀを、

反映して畑竪する Ｉ

３．Ｍ9.5のように、椎の商さだけを変え

（シフトキーを押せば簡単にこの操作

ができ為ソフトもある)、それぞれの

雑が,J§す敗仙に応じた商さにするも

し２５，５０，７５，１００，１５０という政をバー

チャートにするなら、それぞれの椎は

この数仙そのものの尚きにするか、あ

るいはこれらの数仙の側放(一定の欺

仙を掛けて11卜られた数仙)にす為‘,グ

1.5インチ＝３０

(任意の単位） ＋Ｐ

Ｖ

１インチ＝２０

(任意の単位）

Ｖ

ラフの''１‘位が何であっても、棒の,断さ
両方とも底辺で整列させる

を出すために掛けた数字が何であっ
整列と複製は､グラフ作威

ても、すべての搾に一貫して同じ単位を用いゐ限りは問題ない。ソフトを使わずにパー
チャート竃つくるのに役

‘1．すべての作を逆択し､底辺が揃うように盤ﾘさせ､仙方If'1には沸川隅で､ｌｆぶ立つ
ように肥肘する。

５．体をグループ化してからサイズを変災し、使川するグラフィックスのデザ

インに合う大きさにするf，

これで、グラフ作成ソフI､を使わずに済むばかI)か、グラフ作成ソフトの数分

の一の時川で､定ｌｌＷＺなバーチャートができる

1９９
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9.6

Part２テクニック

塗りつぶし効果を使う
カラーは言うまでもなく、ｎ、蝶、グレー階凋といった色で雄I)つぶす以外に

も、ほとんどのドローソフトは､勝殊な確り力ができるようになっている。その

〃法も緋られあ効来も、ソフト’ﾝエアによってさまざまだこの腿能はとてもｲｊ

効な機能であり、初期の．‘アドビ･イラストレーター.副のように使い〃が少々難し

いからといって、この機能を無視するのは得簾ではない

グラデーション効果を使うと、ある塗り色から別の色へ徐々に変化させること

ができる(lXI9,6参照）虹のようなカラーのスペクトラムや､縦ﾉﾉl('｣や価方向に影

を1,1．けるような効果も１１｝らｵL為〔ﾉ)である含ほとんどのソソトIツエアでは、グラ

デーションが変化するjｲ1度を術定できる。また、放jﾘil状の蛾I)のjﾙ合､端から端

へ1世線上に進むグラデーションではなく、円の中心から外間へlhIかって放射状に

准むグラデーションができる

特殊な塗りつぶし

好きなドローソフトで111を州こうそしてそ

の''1の外枠を無色または兇えないようにＩ没定す

る続いて、円の外川の濃いグレーカ､ら、中心の

|ﾘIるいグレーまたは''１にｌＩ１ｊかう放肘状のグラ

デーションを殻だす為仙川しているドローソ

ツトにもよるが、グラデーション効ｌｌ１:の'''心を、

ｌｌｌの｛ｉヒノjか/ｆﾋﾉﾉに移すとなおよいｕこうす

ると、「､ド而的な111｣が｢W:体的な球体｣に見えて

くるはずだ。

このような塗りつぶし効果は、モニタやプリ

ンタによって、そのIﾘ現性の良し魁しが/剛鱈

れあ雌I)つぶし効果を使ったlllli像作成に凝る

I1iIに、プリントアウトがどう1,,Lえるかを確認し放射状と面線上のグラデーションを使えば､三次元的な影を付けるI1iIに、フーリントアウ１，かどず川,｣,えわかと唯寵し
ことができる

た〃がよいｃ使えるプリンタが襖数ある場合は、

イミ部のプリンタを桃してみようさらに、使川すあドIコーソツ1､のマニュアルを

，脆み､雌I)つぶしをどのように股定すれば､1'1分のモニタやプリンタで１１A良の結

染が得られるかを洲べてみるグラデーションに閲しては、ほかの雄})つぶしと

違って、画面で兄るより印刷したﾉﾉがなめらかに兄えるはずだ．般的なモニタ

は､黒とｒＩの間に８階閥の濃淡しか表現できない少ない|H制のIWlimiで放射状や

１１，':線上のグラデーションを1,,Lると、徐々 に変化すべき色が‘|Hf状にＫ切られて見え

てしまう、プリンタは．般的にIlIliI｢Iiよ')１W像庇か問いが､』|､!iに60()〔１１)i以I:の解像
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l史を排つプリンタで印I|}ﾘすれば､仏'>礎化をなめらかに炎｣j,Lしてくれあだあう‘,

必典とされゐグラフィックスが､外徒線とlli-の輪I〕色を使ったIコンピュー

タらしいIxi形｣からかけ離れた現在､放肘状と''１[線上のグラデーションはとても

敢喫になってきたイメージが｢ベンとインクではなく「エアブラシと水彩絵の

ｌＵで描いたように兇えれば兇えるほど､その似1版は今の蹄流に合っていると‘ｉ

える蛇肥ながら、これは当初からそのグラフィックスを｢ソフトで州Iき風に

することにこだわってきた、..I?SＡ卜‘ｿデイ"の道雄のひとつでもああ

グラデーション機能で精妙な影をつくり出し､外経線を見えないようにすあこ

とは、ソフトな外脱をり･えるIi&|･､のＦ法のひとつだこのようにして作成したI,x１

版は、Ｊ:り洗糾!されプロらしく兄えゐ上、ざらに１，艇なこととして｢水物らしく」

見えるのだ「雌後の美術の授業は､紙lllLに手の形を写し取って､感謝祭のじ而烏

の飾りをつくることだった｣ような人物が、コンピュータを使ってそのリアルな

絵を描いたなどということを知っているのは作昔だけである

影をlli雌に州くには､絵のどこに)上湖があみかを常に鯵えあ必媒があるもし

必喫なら、絵の'11に太ﾙを描き込んでもい

蕊雛灘講｡蝿一篭 吟

ぃだろう。影をつけ終えたらﾉkﾙをilljすの９．７
を忘れてはいけない。このやり〃で影ので

き方を想像できない人は､捕いている物体

と似たIIjかを川戯して、明るい光の側にｌｉｆｔ

いて光の､'1たり方を爽際に観察しようぃＬ犯Uノ．･'7こり〃煙火峠(－浬衆しよう錫体に対する光灘の位置

老空想してみよう
これらの機能に関しては、先を怠がずに

ちょっと１kち11:まって、時間をかけてﾐ験

を砿ねることがjR災だ。ベジェ'''1細で似l形

を作成し､ナイフツールでハイライトペ'形(ﾉ)部分をつくってみよう次にそれぞ

れの部分にグラデーションを施し、§次ﾉCに兄え為ようになるまで繰り返し糾瑠

するのだオブジェクトを許き出しでフ:ｊトショップ"で読み込み､エアブラシ

ツールやプレンドツールで加椛すれば、ざらに三次元的なイメージを強めて、希
望の効采を岬ることができることも弛えておいてほＬい

撚

その光西にふさわしい影

をつけてから､以倣上の
光源を取り除く
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ビジュアル思考を身につけるために

この章で解説したツールを用いて、「４枚の鎧が開いた状態のダン

ポール箱｣を実際に描いてみる。納得の行くものが完成したら、少し斜

め上から兄た卵の入れ物も描いてみよう。

１.桐円を描き､ポイントを移肋して卵に見えるようにする｡これを何回かコ

ピーして卵を畑やす｡還近感を出すために､段階的に小さくなるように複

製し､整列と配圃で等間隔に配園する。

２.卵に合わせて箱の一部分を描く。これを複製して､複製されたものを迎結

して箱の底の部分をつくる｡週近感を出すには､前の手順と同じ方法を使

う。

３.卵と箱を空想の光源からの光を正確に反映するように塗っていく｡塗り方

次第では､卵の中にも光を描き込む必要があるかもしれない｡すべての外

径線を確実に消去してから､プリントアウトしよう。

完盤を目指す必要はない｡jnLえないところはどうなっていてもかまわ

ないし､重要なのは練判そのものであって、正確に本物らしく描く能

力ではないことを砿に入れておこう。Ａ4サイズの紙一杯になるくら

いの大きさで描いてプリントし､次に10センチI叫方くらいに収まるよ

うに縮小して印刷してみよう。思ったよりうまく描けていることに、

きっと驚くことだろう。



グラフィックスの

専門用語
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グラフォロジー(狂跡学)にタイポグラフイー(字体研究)ｃ予普き文'了:の隠され

た意味を探求していようと、印刷された情報の強く明硫な意味の表現を供索して

いようと、人はまず嘩門用語を虻えなければならない｡MKけ出しのインフ･Ｉメー

ションデザイナーもタイポグラブラ･－を１１桁す人も、雌初に他えるべきＷ|Ⅱl川,淵

は、文γ:､スクリーン(網点)、カラーにlMl辿するものと決まっている。ということ

で文字、スクリーン、カラーの順にI淵べを進め、雌後にこれらの用絡がグラ

フィックスの枇界とどうかかわるのかを見てみよう

無限の多撤‘iﾉ|;を排つ文字は､以liiI(よそのファミリーの排つ価値がそのまま仰l’

されていた。ｌ'xll().Iに'j〈すように､以liiI(よ｢|i',|ｲＩ.のデザインと．I)･イズを排つ文字の

染まり」を｢フォント」と呼んでいた「l‘‘'一フォントで．}｝･イズの異なる文"j‘:群｣は

｢フェイス」と呼ぶ「同一フェイスでウエイトや幅の異なる文字群｣は｢ファミ

リー｣と呼ぶ｡そして｢ファミリー｣は総特定の｢系ﾘ｣に偶していた唾

フォンI､のilliliIiというものは､そのＩ蝿ﾉﾋのI聯点ではステI｣版(鉛版)そのものに

あった。フェイスはカリグラフィ帆１１のブラシで1.1ﾘfにデザインされ､フォン|、

は一文字ずつ鋳〕uに彫り込まれ､鉛で鋳造されて活'j･:として使われていた。それ

を修正しようと思ったら、製図版での作業まで戻らなければならなかったのだ
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lOHelvetica

l2Helvetica

l4Helvetica

l8Helvetica

Light
BIack

Condensed
CondensedBIack
Inserat

Narrow

Helveticaはファミリーである｡ウエイトが変われば新しいフエイス

ができる｡サイズが変われば別琢フォントになる

しかし今Ｈでは、コンピュータがそれまでのフォントの価値を－．愛させてし

まった。フェイス、フォント、ファミリー、そして系列まで、コンピュータの操作

ひとつで簡単に変史できてしまうのだから。このような現状の変化につれて、用

柵までも変化してきた｡現在フォントと呼ぶものはかつてのフェイスであり、ひ

とつのフォントがあればファミリー全体をコンピュータで作成できる。iIド体は今

でもそのファミリーの荊称一Bodonis,Cheltcnham，さらにGrotesqu齢といった

ものまで－で呼ばれている。そしてファミリーが系列一Romans､Gothics，

SCripts,Squaresといったもの－に属していることは､現在でも変わらない｡しか

し、トウルータイプフォントでもポストスクリプトフォントでも、サイズ､帆、ウ

エイトが伽巾に変更できる上､ベジェツールを使えば､新しいフォントが縦にで

も創作できるという現状の中で､呼び堀やフェイスが混1‘１される事態に陥ってい
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ChapterlOグラフィックスの専門用開

るかってIMvcti“と呼ばれていたものが､あるコンピュータではIlcli(鵬または

AriaIと呼ばれているかもしれないコンデンス(|洲の狭い井体)やブラック（随人

件体)と呼ばれていたたものは、今や文字を修飾する操作の部に過ぎないこと

が多いＩＩｅｌｗＩｉｒｉｌからFut1l,．､に箱為まで、l訓llHlに波って空わらなかったこと

が､現ｲl;では一瞬で礎えることができゐのだＩからあって現征も変わっていな

い奇喋と！↑えば､系列くらいのものだ

このセリフに代役はいない
もっとも広く枠及している系統と‘『えばローマン(l<omKms)であI)、１．J－マン

,ＩＦ体の文字は、全I叱界のほとんどすべての新聞に行き渡っているローマン,'ド体

の将微は､そのオリジナルが柵かれたときの誰の逆ぴに腿、している拙かれた

〃法とは、先端がＩＩｌＩ,Ｉｉなカリグラツイ川ブラシを水､ドに排!．』、ヒド〃Iiﾘはﾉk〈、

仙ﾉﾉ向は細くするというものだ(似１１().2参照）入念に州かれた文‘･トーのｲl化け'に加

えられたのが、「セリフ｜と呼ばれるピケである

セ』フ

ア

可/~Ｙｂ

－－

鞭致の幅の浬化とセリフがRomEln害体の16微であ為｡この図ははっ皆りと
突き出したセリフ稚燈初に煙ったBodonlというフ節ン卜である

このような変化に術んだ飛致に慣らきれてしまったためと、セリフが与える微

妙な視覚的フック」に引っかかることによって、このローマン脊体が、災文を

もっとも挑みやすく鵬じさせゐI'|:体だとＩ泌織していゐのだろうこのため、洲･Ｗｉ

も雑,厳もＷｉ:lIllも、すべての文峨ＷＷｌ１でｨ偲文の大部分に１．１－マン,11.体を('処』てい

る、

1３９



1４０

0.3

ｐａｒｔ２テクニック

ある文"j･:をほかの文′』．:と見分ける能ﾉJのことを｢視‘鋤|;｣と呼ぶ‘特に炎示され

ている文'龍散が少ないときに汎認性を|:け'るということは､災文を読みやすく兄

せるのとは別の問題だ。ローマン書体のセリフと筆致による変化は、文字の鵬木

的な形をまぎらわしく-j-るものであり、汎ﾉJ検企表や商迎進路の標識といったも

のには不適切だと荷えるそこでこういった川途には、ローマンではなく飾り弧

のない/Ⅷ畦』た文字を川いるのだ。

雌近では‘･Monot〔〕､(ﾑ(;()thics"(図l().3参11M)という名Iilで知られる、この勝くほ

ど退ﾉ１１{な文'i:は、これより少しは優美に兄えるほかのＭon()1oneのフォントとひ

とまとめにして、「サンセリフ脊休｣(またはアンセリフ）と呼ばれている。サン

セリフ」とはセリフがないことを恵味し、これに対して、セリフのあるローマン

系の,I|・体は1.セリフ,11:体lと呼ばれるようになった。

狭まっている

0ｔ Ｃ
F｢ankIinGothicというフォントには､セリフもなければ藷致の嘱がはっきり

変化しているわけで己ない.ところによってわずかに鎮まる以外､ほぼ均一芯
窒豹がGothlcsの詩徹だ

このような呼び:i'１（よ､技術的に),Lればｲ《11;伽だが､,１１．体フフ･ミリーのⅡi1lli嘘を

守るために准かと争っても愈味がない。たとえば､EgyptiaI1はMonotoneのi11:体

にセリフがついたものであり、技術的にはそれがsquarcs系列に含まれるといっ

た例もあるくらいなのだから。

グラフィックスを作成するというⅡ的のためには、ル体を｢､ヒリフ｣､「･{)･ン･ヒ

リフ|､「その他｣という３つのカテゴリーに分けて珊解すればよいだろう〈側10..1

参照）「セリフ｣がもっとも読みやすく、「サンセリフ｣は視,遡性が高く、「その他」

は狩別なロ的に使用するための予備と巷えてよい国

セリフには､CentUl．y,Ｇ〔)Udy,ＮＯｗＹ〔)rk,Timesといったお馴染みのフォン

|､が含まれ為。サンセリフでは、Ｇ(》I1cvjl，Ｆ１･&lI1klinG〔〕ｔｌ１ｉ(．、ＩI(,lvclica，じ,】iv０，．s［


