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① 円と線の両方を選択し、
円をクリック

①クリック

②Shift＋クリック

 円と垂直な線を用意し、線で
 円を左右に分割する。
楕円形ツールでアートボードをクリック
し、100pxの円を作成（塗り︓適当、線︓
なし）。円を上側の正方形ガイドに収ま
るように配置したら、次にペンツールに
切り替え、円より長い垂直な線を描く

（塗り︓なし、線︓適当）。

円を左右に分割する
01

 線を円の中央に配置する。ガイドに収めた円が動かないよう円を
 基準にして、線を円の中央に配置する。
選択ツールで円と線の両方を選択したら、円を一度クリックし、円を基準に
設定①。次にコントロールパネルの水平方向中央に整列ボタンをクリック②。

02

 円を線で左右２つに分割する。円と線の両方を選択し、パスファイ
 ンダパネルで分割ボタンをクリック①。分割直後はグループ化され
ているのでグループを解除する（右クリック＞グループ解除）②。

03

 左側の半円にスウォッチパネルに登録したG-Blueを適用。右側に
 G-Greenを適用。下が濃く上が淡くなるようグラデーションツール
で、円の下端から上端に向かって垂直にドラッグ。

04

アイコン 01
1. 円を左右に分割する
2. 円を四等分にする
3. 鏡面反射の作成Step2

上側の正方形ガイド

①分割

②右クリック＞グループ解除



 ２つの半円の幅を60％に縮小したオブジェクトを作成して、円を
 四等分したように見せる。２つの半円を選択し、ツールボックスの
拡大縮小ツールをＷクリック。下記のように設定しコピー。

円を四等分にする 鏡面反射の作成
05

 選択ツールに切り替え、一度何もないところをクリックして円の選
 択を解除したら、60％に縮小した左側オブジェクトに、スウォッチ
パネルに登録したG-Orange、右側にG-Redを適用。次に、壊れないように
４つのパーツでグループ化し（右クリック＞グループ）、時計回りに45°回転さ
せる（Shift＋ドラッグ）。

06

 まず、垂直方向に反転したアイコンを
 用意する。アイコンを選択し、ツール
ボックスの拡大縮小ツールをWクリック。下図
のように設定しコピー。
次に、そのままキーボードの下矢印キーとShift
を利用して、垂直反転したアイコンの上端が元
のアイコンの下端に揃うように配置。

07

 不透明マスクを利用して鏡面反射を仕上げる。
 まず、長方形ツールで反転したアイコンを覆い隠すサイズ
の縦長長方形を図のような大きさで描いて配置①。次に、塗りに白黒
線形グラデーションを設定し（線なし）、グラデーションツールで長方
形の上端から反転したアイコンの上1/3くらいの箇所に向かって垂直
下向きにドラッグ②。

08

60 %

100 %

コピー

100 %

ー100 %

コピー

Shift＋ドラッグ

右クリック＞グループ

1 2

長方形の上端は
アイコン中央くらい

長方形の上端

反転したアイコンの上1/3

長方形の下端は
少し余裕を持って長めに



 sozaiフォルダの花素材を
 順に読み込んで配置する。
まず、レイヤーパネルでFlowerレイヤー
が選択されていることを確認①。次に、sozaiフォルダの中にあるFlower1.aiを
開き（ファイル＞開く）、すべてを選択して[Ctrl(Cmd)＋A]、コピー[Ctrl(Cmd)
＋C]②。元のFlavorRosesのファイルに戻ってペースト[Ctrl(Cmd)＋V]③。
ペースト直後は選択されているので、そのまま塗りを白に変更。

09

 Flower1を選択し、ツールボックス
 の拡大縮小ツールをＷクリックして
30%くらいに縮小。図のように右上隅に配置
し、サイズや角度を調整。最終的なデザインは
外観がイメージに近づいた状態で行うので、ここではラフな調整で良い。

10

花素材の配置

1

Flower1

コピー[Ctrl(Cmd)＋C]2

ペースト[Ctrl(Cmd)＋V]3

FlavorRoses

 同様の行程を繰り返す。 sozaiフォルダの中にあるFlower2.aiを
 開き（ファイル＞開く）、すべてを選択して[Ctrl(Cmd)＋A]、コピー
[Ctrl(Cmd)＋C]。元のFlavorRosesのファイルに戻ってペースト[Ctrl(Cmd)
＋V]。ペースト直後は選択されているので、そのまま塗りを白に変更。図のよ
うに右下隅に配置し、30%くらいに縮小して角度を調整。

11

 sozaiフォルダの中にあるFlower3.aiを開き（ファイル＞開く）、
 すべてを選択して[Ctrl(Cmd)＋A]、コピー[Ctrl(Cmd)＋C]。元の
FlavorRosesのファイルに戻ってペースト[Ctrl(Cmd)＋V]。塗りを白に変更
し、30%くらいに縮小して、図のように左上隅に配置し角度を調整。

12

30%



 上下中央のスペースが空いているので、最初に読み込み右上に配置
 したFlower1を複製し[Ctrl(Cmd)＋C、Ctrl(Cmd)＋V]、配置・サイ
ズ・角度を調整して、スペースを埋める。

14

Flower1 Flower1

Flower1

 花素材の配置が済んだので、壊れないようにFlowerレイヤーを
 ロック。新規レイヤーを作成し、レイヤー名をGirlsに変更。花素材
のファイルは用済みなので閉じておこう。

16

 配置した花が目立ち過ぎ
 ているので、背面と同系色
で合成して馴染ませる。すべての花素
材を選択し[Ctrl(Cmd)+A]、透明パ
ネルで描画モード︓ソフトライトに
設定。改めて各花素材の配置・サイズ
・角度を微調整。

15 ソフトライト

描画モードを利用すると、重なり合うオブジェクトや
レイヤーを背面と合成する方法を設定することができる。
白っぽい素材を描画モード︓ソフトライトで合成すると、
背面が黒い場合は透明化され、背面に色がある場合、
その色で明るくマイルドに合成することができる。
身近な所ではアップルのスクリーンセーバーなどで
利用されている。

POINT : 描画モード ソフトライト

POINT : 初心者は背面の物から作成しよう

 sozaiフォルダの中にあるFlower4.aiを開き（ファイル＞開く）、
 すべてを選択して[Ctrl(Cmd)＋A]、コピー[Ctrl(Cmd)＋C]。元の
FlavorRosesのファイルに戻ってペースト[Ctrl(Cmd)＋V]。塗りを白に変更
し、30%くらいに縮小して図のように左下隅に配置し角度を調整。

13

Girls
Flower

新規レイヤーを作成

ロック

Illustratorに限らず、Photoshop・Flash・After Effectsなど
二次元のCG（2DCG）では、新しく作った物が以前に作った物
の手前に表示される特性がある。また、レイヤーもレイヤーパ
ネルで上側のレイヤーほど、手前に表示される特性がある。
ゆえに、この特性を活かし、操作に慣れないうちは、手前では
なく背面の物から作成しよう。
今回のように、背面から順に関連する物をレイヤーに分けて
制作すると、関連する物をまとめて表示・非表示を切り替え
たり、ロックしたりなど、管理や作業効率の面でメリットが
多い。

レイヤーは透明なセロファン。
自由に何枚でも作ることが
できる。



 新規ドキュメント作成。ファイルに名前を付けて保存。
 スマートガイドを有効にし（表示＞スマートガイド）、長方形ツール
でドキュメントサイズぴったりの長方形を描く（塗り︓白、線︓なし）。

背景の作成
01  02で選択しなかった中央の４ポイントをダイレクト選択ツールで

 選択し、塗りをパステルシアンに変更。03

 メッシュツールでアートボード中央をクリック。
 ダイレクト選択ツールに切り替え、四隅のアンカーポイントを選択
し、塗りをパステルブルーに変更。
02  中央に白っぽい領域が増えるよう、ダイレクト選択ツールで12時・

 ３時・６時・９時のアンカ ーポイントから伸びる方向ハンドルを短く、
中央の白のハンドルをそれぞれ端の方向に垂直・水平に長く伸ばす。調整が
済んだら、長方形をロックしておく（オブジェクト＞ロック＞選択）。

04

背景の作成

Step1

基本RGB

横向き

ピクセル1280 px

1024 px

XmasCard

②HSB:220,20,80

HSB:180,20,85

＋
①クリック

1.  背景の作成
2.  奥の雪の丘の作成
3.  手前の雪の丘の作成



 雪の丘を作成する。ペンツールで図の形・配置でオブジェクトを描き、
 塗りに白～薄いブルーの線形グラデーションを適用（線︓なし）。05

HSB:200,20,100

白

 雪の表面の柔らかさを表現する。
 丘を背面に複製[Ctrl(⌘)+C, Ctrl(⌘)+B]。
背面の丘にぼかし（ガウス）を適用（効果＞ぼかし＞ぼかし（ガウス））。
06

2

 先程同様、雪の表面の柔らかさを表現する。
 丘を背面に複製[Ctrl(⌘)+C, Ctrl(⌘)+B]。
背面の丘にぼかし（ガウス）を適用（効果＞ぼかし＞ぼかし（ガウス））。
09

2

 雪にアイスバーンを加える。
 手前の丘を前面に複製
 [Ctrl(⌘)+C, Ctrl(⌘)+F]。
図のように楕円形を描いたら、楕円形
と最前面の丘を選択し、パスファイン
ダーパネルの前面オブジェクトで
型抜きを適用して穴を空け、残った
パーツの塗りと不透明度を調整。そして先程と同量のぼかしを加える。最後に
これら３つのオブジェクトでグループ化してロックする（右クリック＞グループ、
オブジェクト＞ロック＞選択）。

07

３つのオブジェクトでグループ化＆ロック

 雪にアイスバーンを加える。
 前面の丘を前面に複製
[Ctrl(⌘)+C,Ctrl(⌘)+F]。図のように
楕円形を描いたら、楕円形と最前面の
丘を選択し、前面オブジェクトで型抜
きを適用して穴を空け、残ったパーツに
スポイトツールを利用して、先程のアイスバーンと同じ塗り・不透明度・ぼかし
を加える。最後にこれら３つのオブジェクトでグループ化してロックする（右ク
リック＞グループ、オブジェクト＞ロック＞選択）。

10

HSB:190,50,90 不透明度︓10% ぼかし︓2px

３つのオブジェクトでグループ化＆ロック
HSB:190,50,90 不透明度︓10% ぼかし︓2px

 雪の丘をもう１つ、手前に作成する。ペンツーツで図の形・配置で
 オブジェクトを描き、スポイトツールで奥の雪の丘をクリックして
グラデーションをコピー。グラデーションツールで図のように調整。
08

コレと同じグラデーション
↓

HSB:200,20,100

白

コレと同じ塗り＆不透明度＆ぼかし
↓

奥の雪の丘の作成 手前の雪の丘の作成



 眉毛・まつ毛・目鼻口などの顔のパーツを塗って行く。
 塗りや線に適用した青を茶色に変更。この茶色も今後の微調整を
考慮して、グローバルスウォッチとして登録しておく。瞳のハイライトに関して
は塗り︓白、線︓なしに設定。

03

 登録した茶色のスウォッチを利用して、黒目に白～茶色の線形グラ
 デーションを適用。グラデーションツールでドラッグする長さや角度
１つで印象がガラリと変わるので慎重に調整しよう。また、必要であれば瞳孔
のサイズや配置も微調整しよう。

04

 三日月型のハイライトにも、黒目と同じ白～茶色の線形グラデー
 ションを適用。鼻の影に淡いロゼカラー（HSB︓0,20,80）、下唇の
影に少し濃い肌色（HSB:20,50,85）を設定。
05

顔パーツ

グローバル
HSB

25
70
30

顔パーツ:HSB:25,70,30

鼻の影︓HSB:0,20,80

唇の影︓HSB︓20,50,85



 首元に肌の赤みを加える。
 まず、オブジェクトの選択を解除して、塗りに肌の赤みらしい色を
設定し（HSB︓10,30,100）、今後の流用を考えて、グローバルスウォッチとして
登録。次に、体レイヤーのロックを解除し、登録した肌（赤み）と肌（塗り）スウォ
ッチを利用して、体のオブジェクトに線形グラデーションを適用。図のように
鎖骨から首元にかけてグラデーションツールでドラッグ。体と左腕レイヤーを
ロックしておく。

06

 頬に赤みを加える。顔レイヤーに図の大きさ・配置で円を描き、
 肌（赤み）と肌（塗り）スウォッチを利用して、円形グラデーションを
適用。必要であれば不透明度を調整。頬の赤みを左頬・右左頬２つ用意する。
07

 目にアイシャドウを入れる。
 両方の白目を選択し、ドロ
ップシャドウを適用（効果＞スタイラ
イズ＞ドロップシャドウ）。
肌の赤みスウォッチを利用して、目の
左上方向にアイシャドウを入れる。

08

化粧

肌（赤み）

グローバル
HSB

10
30

100

肌（赤み）肌（塗り）

円形

肌（赤み） 肌（塗り）

通常
100%
ー0.5mm
ー1.5mm
1mm

1

2

3
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