
 

 

【発売記念キャンペーン中！】「写真みたいな子猫が描ける」描き方教室／CLIP STUDIO

で描く！もふもふを感じさせる技術 
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★★★ 発売記念 半額キャンペーン中！（～ ２月末まで） 
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【はじめに】 

■本記事の紹介 

こんにちは。TAKEPON です。 

イラストレーターとして、 

 【Youtube リアル絵チャンネル】 

  https://www.youtube.com/letsgotakepon 

 【Twitter RealDrawing】 

  https://twitter.com/realdrawing 

を運営しています。 



 

この記事では、 

 「子猫をデジタル画でリアルに描くための手順とコツ」 

について解説します。 

 

これから 

 ・動物を上手に描けるようになりたい 

 ・ペットの可愛い仕草を絵で残したい 

 ・リアルな絵に挑戦したい 

と思っている方は、ぜひ読んでみてください。 

 

■解説する子猫の絵の紹介 

◇完成作品の画像↓ 

 
 

◇子猫完成までの早送り動画 

 まずは、どんな感じで描くのか知ってもらいたいので、制作過程の動画（2 分 17 秒）

をご覧ください。 

 【動画 URL（タップすると開きます）】 

  https://youtu.be/mYWXF1wcAmI 

 −−−−− 

いかがでしたか？『難しそうだなぁ』って思われたかもしれませんね。 



でも、この記事を読んでポイントを一つずつこなしていけば、誰でも簡単に始められま

す。 

時間をかけて描いていると、いつもは気づかない小さな発見もあり、完成したときに

は、あなたにとってきっと特別な１枚になると思います。 

ゆっくりと楽しみながら描いてみてください。 

 

【目次】 

■はじめに 

■目次 

■使用ソフトウェア 

■描き方 

  ■アタリを描く（手順１～５） 

  ■右目を描く（手順６～９） 

  ■左目を描く（手順１０～１３） 

  ■鼻を描く（手順１４～１７） 

  ■顔の毛並みを描く（手順１８～２５） 

  ■左手を描く（手順２６～２７） 

  ■右手を描く（手順２８） 

  ■机の上の反射を描く（手順２９～３６） 

  ■毛布を描く（手順３７～４９） 

 

【使用ソフトウェア】 

■ClipStudio Pro（https://realdrawing.jp/clip-studio-paint-pro/） 

※クリップスタジオ特有の機能は使っていませんので、デジタル絵であれば他のソフ

トウェアでも応用できると思います。 

 

【描き方】 



■アタリを描く 

アタリは何度でも描き直せるので、肩の力を抜いて気持ちよく筆を動かしていきましょ

う。 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/01qmno 

※以降の手順内でも、わかりにくい個所には「実演動画」を交えて解説していますの

で、参考にしてください。 

◇手順１ 

 
・レイヤー名を「下描き」にして描き始めましょう。 

・肉まんの形をイメージして輪郭を取り、縦横中央で交わるように十字線を引きます。 

◇手順２ 

 
・横線の上に、ラグビーボールの形をつり目になるように描きます。 

・左右の目の間は、目１個分の間隔を空けます。 

◇手順３ 



 
・鼻の位置は横線の少し下で、「ハート型」に描きます。（あまり下に行き過ぎないよう

注意） 

◇手順４ 

 
・鼻周りと頬の境目の輪郭（大体で OK）と、手の輪郭を描きます。 

◇手順５ 

 
・毛布の輪郭を描きます。 

 −−−−− 



アタリはこの程度で OK です。 

ここまで描けたら、全体を見て「猫っぽい」感じが出ていることを確認してください。 

 

■右目を描く 

◇手順６ 

 
本描き用のレイヤーを用意しましょう。 

・「本描き」という名前で新規レイヤーを作成して、レイヤー選択します。 

・「下描き」レイヤーは、チェックを外して非表示にします。 

 

以下の手順で線画を描きます。 

・目の輪郭線は太いので、線の外側と内側の両方を描きます。 

・目元は、眼球と薄皮の形を正確に描き込みます。 

・黒目の輪郭を描きます。 

・黒目の光の丸を描きます。 

ここまで描けたら、今度は白目の大きさが正しいか、元写真と見比べます。 

もし、白目の形がおかしいときは、「目の輪郭」か「黒目の輪郭」のどちらかの形が狂

っているので再度確認してみてください。 

◇手順７ 



 
・輪郭線と黒目を、ペンで塗り潰します。 

◇手順８ 

 
・「色混ぜ筆」を使い、黒目の色を白目の方に引っぱって伸ばすようにして、白目の影

を塗っていきます。 

 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/cat8qjq 

★白目の影を塗るときのポイント 

 



・黒目の端を薄くする 

・黒目と白目の間の輪郭をボカす 

・白目に影をつける 

★補足（「色混ぜ筆」とは） 

 
「色混ぜ筆」は、黒い方から引っ張ると黒が伸び、白い方から引っ張ると白が伸びま

す。これを使うと、 

 ・黒目の端を薄くする 

 ・黒目と白目の間の輪郭をボカす 

 ・白目に影をつける 

を同時に進めることがでるので、効率的なのです。 

 

・「色混ぜ筆」で塗り終わったら、「ぼかし筆」を 

    にじむ強さ：2.0 

    ブラシ濃度：40〜50 

  くらいに設定して、白目の塗りムラが少し目立たなくなる程度に軽く馴染ませてくだ

さい。ボカし過ぎはＮＧです。 

◇手順９ 

 



・エアブラシで光を入れます。ブラシ濃度は少し薄め（50〜60 くらい）にして、加減を見

ながら少しずつ強くしていきましょう。 

・光の輪郭は少しボヤッとしていた方がリアルになります。輪郭がくっきりしすぎたとき

は、「ぼかし筆」で光の輪郭を少しだけボカします。 

・黒目の中心は、景色の映り込みがあるので、少し色を薄くします。 

 
 

■左目を描く 

◇手順１０ 

 
・右目と同じ要領で線画を描きます 

・目の輪郭線は太いので、線の外側と内側の両方を描きます。 

・目元は、眼球と薄皮の形を正確に描き込みます。 

・黒目の輪郭を描きます。 



描けたら、今度は白目の大きさが正しいか、元写真と見比べます。もし、白目の形が

おかしいときは、「目の輪郭」か「黒目の輪郭」のどちらかの形が狂っているので再度

確認します。 

◇手順１１ 

 
・輪郭線と黒目を、ペンで塗り潰します。 

◇手順１２ 

 
・右目と同じ要領で、「色混ぜ筆」を使い、黒目の色を白目の方に引っぱって伸ばすよ

うにして、白目の影を塗っていきます。 

※毛布の影になるので、右目に比べて影がかなり濃くなります。 

 

・塗り終わったら、「ぼかし筆」を 

   にじむ強さ：2.0 

   ブラシ濃度：40〜50 

 くらいで、塗りムラが少し目立たなくなる程度に軽く馴染ませてください。ボカし過ぎ

はＮＧです。 

◇手順１３ 



 
・エアブラシで光を入れます。ブラシ濃度は少し薄め（50〜60 くらい）にして、加減を見

ながら少しずつ強くしていきましょう。 

 光の輪郭は少しボヤッとしていた方がリアルになります。輪郭がくっきりしすぎたとき

は、「ぼかし筆」で光の輪郭を少しだけボカします。 

 
 

■鼻を描く 



◇手順１４ 

 
 

・薄いグレー（HSV カラー：H=0 S=0% V=83%）で鼻全体をざっくりと塗ります。 

◇手順１５ 

 
・濃いグレー（HSV カラー：H=0 S=0% V=21%）で鼻の影部分をざっくりと描いていき

ます。 

◇手順１６ 

 
・「色混ぜ筆」で形を整えながら、陰影を整えていきます。 



 
【実演動画】 https://realdrawing.jp/16tf9g 

◇手順１７ 

 
・鼻の周囲の濃く目立つ細かい毛（主に黒 or 茶色部分の毛）を、ペン先を極細にして

描き込みます。 

 その際、毛並みの方向も良く観察した上で描くのが重要です。 

★原画 



 
★毛並みの方向（図） 

 

 

■顔の毛並みを描く 



◇手順１８（毛並みの下地塗り） 

 

 
・新しく「毛並み」という名前でレイヤーを作成し、「本書き」レイヤーの下に置く 

・顔の陰影の下地をざっくりと塗る 

◇手順１９（毛並みの描き込み (1/3)） 

 
・太目の「色混ぜ筆」（太さ：30 くらい）で、下地を引き延ばして毛並みを大雑把に描く 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/22ch5y 

 

★毛並みの方向（図） 



 

  

◇手順２０ 

 
・背景色を黒とグレーで塗り潰して、全体の雰囲気を確認します。 

（心配であれば、レイヤーを分けておいてもいいです。） 

 

◇手順２１（毛並みの描き込み (2/3)） 



 
・少し細目の「色混ぜ筆」（太さ：8 くらい）で、毛並みを細く細かくしていく 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/26u9qz 

 

・途中で「色が薄い、足りない」と思ったら、ペンで色を塗り足して引き伸ばしてくださ

い。ペンキをポンッて置いて刷毛（はけ）で伸ばす感じです。 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/262gi4y 

 

◇手順２２ 

 
 ・子猫と背景の境目をぼかします。 

  暗闇の中なので、境目が全くわからないくらいしっかりとぼかして大丈夫です。 



 
 

◇手順２３（毛並みの描き込み (3/3)） 

 

・極細の「色混ぜ筆」（太さ：1.5〜2.5 くらい）で、細かい毛並みを描き込んでいきます。

白い部分を引き伸ばして、影のついた部分を白抜きするイメージで描きます。 

・途中で「色が薄い、足りない」ときは、ペン先が細い「エアブラシ」で色を塗り足してく

ださい。（色のハッキリしたペンを使うと、そこだけ浮いてしまい、ボカすのに苦労しま

す。） 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/28rune 



 

◇手順２４ 

 
・背景の白い部分は適当にぼかします。 

 真っ黒で塗り潰すより、ぼんやりとした形のハッキリしない光を入れておくと、 

  「被写体にピントが合って背景がボケている」 

 という一眼レフで撮影した写真のようになります。 

 

◇手順２５ 

 

・左目の周辺の細かな毛並みは 

   ・エアブラシ（柔らか） 

   ・ブラシの太さ：４ 

   ・HSV 色：H=0 S=0% V=18% （濃いグレー） 

 で細かく描き込みます。 



 （細いペンで描いても構いません。その場合、線がはっきりし過ぎて浮くようであれ

ば、後から少しボカしてください。） 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/32msie 

 

■左手を描く 

◇手順２６ 

 
・「ぼかし筆」で左手の輪郭をボカす 

 猫の手の周りは細かく細い毛が多く、写真で撮影するとホンワリ白いオーラが出て

いるように見えるので、その白いオーラまで描くのがポイントです。 

 

◇手順２７ 

 

・細い「色混ぜ筆」（太さ：4 くらい）で、白いオーラの中に細かい白い毛を描いて、毛羽

立っている感じを出します。 



毛の濃さは、 

「パッと見はオーラっぽいんだけど、よく見ると毛羽立ってる」 

くらいに曖昧な感じで描きます。 

 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/36iwyv 

 

■右手を描く 

◇手順２８ 

 
・「ぼかし筆」で右手の輪郭をボカす 

 左手同様に、ホンワリ出てる白いオーラのようなところまで描くのがポイントです。 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/376e6n 

 

■机の上の反射を描く 

◇手順２９ 



 
・机の上には、猫が反射して映るので、その形を白のエアブラシで、ざっくりと描きま

す。 

 
・このように、実体と反射の位置関係が、上下で合っているかを確認しながら描きまし

ょう。 

 

◇手順３０ 

 
・右端から順に反射してる黒い影を塗っていきます。 

 ①「色混ぜ筆」で上から黒を引っ張り、どんどん引き伸ばすように塗っていく 

 ②色が足りなければ、エアブラシで足す 



 ③ある程度塗れたら、「ぼかし筆」で塗りムラを軽く整える 

 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/39d2cm 

 

 
 

◇手順３１ 

 
・反射の左手を描きます。 

 ①「エアブラシ」で白く塗り潰します 

 ②「ぼかし筆」で輪郭をぼかします 

 ③「色混ぜ筆」で影を入れていきます。 

 



 

・机に映った反射なので、実体の手よりも全体的な印象は暗くボヤっとした感じに仕

上げます。 

・指の方は実体に近いので輪郭はしっかりします。 

・手の甲の方は、実態から遠いので輪郭がぼやけます。 

 

◇手順３２ 

 
・反射の背景を塗っていきます。細かい部分は後で整えれば良いので、まずはざっく

りと反射している形を出していきましょう。 

・ここでも作業のパターンは、以下の繰り返しで描いていきます。 

 ①太目の「色混ぜ筆」で色を伸ばす 



 ②色が足りなければ「エアブラシ」で足す 

 ③形が整ったら「ぼかし筆」で塗りムラを整える 

 

◇手順３３ 

 
・反射した猫の毛並みを描き込みます 

 「色混ぜ筆」（ブラシ濃度 8〜10 くらい、太さ 20 くらい）で、白い部分を引き伸ばすよ

うに毛を描きます。 

 ただし、反射した映像は鮮明ではないので、「毛並みなのかなんなのかよくわからな

い。」というぼんやりした程度にしておきます。 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/43bagt 

 

◇手順３４ 



 
・口から鼻にかけてのラインは、一番特徴的な部分です。 

 濃い目のグレーでしっかり描きます。ただし、輪郭は「ぼかし筆」でしっかりとぼかし

ます。 

 

◇手順３５ 



 



・この部分も「色混ぜ筆」で毛並みをぼんやり描きます。 

 

◇手順３６ 

 
・右手の反射も、左手同様に以下の手順で描いていきます。 

 ①「エアブラシ」で白く塗り潰す 

 ②「ぼかし筆」で輪郭をぼかす 

 ③「色混ぜ筆」で影を入れていく 

 ④「ぼかし筆」で全体的に塗りムラを整える 

 

・また、右手に持っている「草？棒？」のようなものは、以下の手順で描いていきます。 

 ①エアブラシで黒線を引っ張る 

 ②「色混ぜ筆」でぼかす 

 ③再度、黒がハッキリしている持ち手に近い部分だけ、エアブラシで線を塗り重ねて

濃くする 

 ④「ぼかし筆」で軽くこすって整える 

 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/475zoi 

 

■毛布を描く 

◇手順３７ 



 

・新しく「毛布」という名前でレイヤーを作成し、「本書き」レイヤーの下に置きます。 

 

◇手順３８ 

 

・毛布のフチを、濃いグレーの「サインペン」（太さ=30、色は H=0、S=0%、V=21%）で

フチ取りする。 

 

◇手順３９ 



 

・「色混ぜ筆」でフチ取りした線の上側だけをボカす 

 

◇手順４０ 

 

・再度、黒の「エアブラシ」（太さ=50、ブラシ濃度 35％、色は H=0、S=0%、V=2%）でフ

チ取りし直す。 

 

◇手順４１ 

 



・手順３８～４０で、「毛布」レイヤー上には、毛布のフチの部分に黒とグレーの層が出

来たことになります。 

 今度はこれを、「色混ぜ筆」（太さ=15、ブラシ濃度 24）で混ぜるようして、毛布のフチ

にできる細かな陰影を描いていきます。 

※光は後からいれるので、この段階では影の形だけを表現すれば OK です。原画と

多少違っても、毛布の質感が出ていれば問題ありません。 

 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/51aa2v 

 

◇手順４２ 

 

・明るいグレーの「エアブラシ」（太さ=40、ブラシ濃度=15%、色は H=0、S=0%、

V=20%）で、毛布のフチに光を描いていきます。 

・「ぼかし筆」で馴染ませます。 

・ぼかし過ぎた部分は、太さ=6 くらいの細い「色混ぜ筆」で少し描き足して整えます。 

 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/52jk7p 

 

◇手順４３ 



 

・毛布のフチが描けたら、「毛布」レイヤーを「毛並み」レイヤーに結合します。 

 

◇手順４４ 

 
・明るいグレーの「エアブラシ」で、毛布全体の光が当たっている部分をざっくりと描き

ます。 

 

◇手順４５ 



 
・暗いグレーの「エアブラシ」で、毛布全体の影の部分をざっくりと描きます。 

 

◇手順４６ 

 
 ・「色混ぜ筆」で、全体を馴染ませます。 

 

◇手順４７ 

 
・再度、「エアブラシ」で黒を足して「色混ぜ筆」で馴染ませました。 



 次は仕上げに入るので、毛布の陰影は、この段階で納得するまで描き込んでおい

てください。 

 

◇手順４８ 

 
・ステッチ（塗ってある糸）を描き込んでいきます。 

 明るいグレーの「エアブラシ」（太さ=8、ブラシ濃度=65%、色は H=0、S=0%、

V=24%）で、縫い目を描き込みます。 

 

・描けたら、「ぼかし筆」で少しだけ馴染ませます。（描いた跡が完全に消えないように

します。） 

・再度、太目の「エアブラシ（柔らか）」（太さ 20）で、ハッキリと見えている縫い目だけ

重ね描きします。 

 

【実演動画】 https://realdrawing.jp/59q36l 

 

◇手順４９ 



 
・毛布の質感を描いていきます。 

・「エアブラシ（柔らか）」（太さ=2、ブラシ濃度=54%、色は H=0、S=0%、V=24%）で、毛

布全体に斜線で網掛けしていきます。 

こうすることで、毛布特有の「ザラッ」とした質感が感じられるようになります。 

 

これで完成となります。 

 



 

【さいごに】 

いかがでしたでしょうか？ 

絵を描くことで一番大切なのは、愛情を持って描いていただくことだと思っています。

技術的なことはあるかもしれませんが、愛情を持って描かれた作品は、本人にとって

思いの詰まった１枚になるとだけは間違いありません。 

自分の手で楽しみながら絵を描く喜びを知っていただくために、この記事が少しでも

お役に立てたら幸いです。 

 

■■■ 作者の Youtube、Twitter の紹介 ■■■ 

最後までお付き合いありがとうございました。 

作者（TAKEPON）は、Youtube,Twitter もやってます。 

リアル絵のメイキング動画やノウハウ動画など公開してますので、遊びにきてください

ね♪ 

■Youtube： https://www.youtube.com/letsgotakepon/ 

■Twitter： https://twitter.com/realdrawing 

 

■■■ この記事を紹介してくださる方へ ■■■ 

この記事の紹介リンクを、Twitter や Facebook、ブログ等に貼っていただくことで、そ

のリンク経由で購入された際に紹介者に収益が発生します。 

たくさんの方にこの記事を読んでいただきたいので、是非ご協力をお願いします。 



【紹介までの手順】（３ステップです。） 

① Brain のアカウントを取得してください（専用の紹介リンクの取得、収益の受け取り

に必要となります。もちろん登録無料です。） 

② 記事の一番下にある「この記事の紹介リンクを作成」をクリックして、専用リンクを

コピーする。 

③ Twitter,Facebook,ブログ等の宣伝していただく記事に、専用リンクを貼りつける 

ご協力に感謝します♪ 

 


