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おぼえていますかー
'85年に創刊した模型専門雑誌『月刊モデルグラフィックス』に
は創刊当初より数々の模型作例やスクラッチビルド作例が掲載さ
れ続けてきていますが、本書はその膨大な作例群のなかから'01
年以降の『超時空要塞マクロス』シリーズを題材とする作例をピ
ックアップしてまとめたものです。モデルグラフィックスだから
こその模型的趣向溢れる数々のマクロス系作例は、本誌のキャラ
クター系モデリングのひとつの看板ジャンルであり続けてきまし
た。本書では、膨大なマクロス系作例のなかから、ヴァリアブル・
ファイター、そしてデストロイドなどのメカ系アイテムを中心に
厳選。記憶に残る『マクロス』の名キットたちをモデルグラフィ
ックスならではの珠玉の作例でじっくりとご鑑賞ください。
＊本書に掲載している作例、イラストなどの設定（機体設定や部隊等）は、
マクロスシリーズの劇中に登場したものをのぞき本誌独自のものであり、
オフィシャル設定ではありません
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VF-25F MESSIAH VALKYRIE ALTO CUSTOM
BANDAI 1/72 VARIABLE MODEL
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A.D.2008-A.D.2057 featuring "Battroid Form"
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先月では、超イカしたファイター形態
若干開き気味にしたものに０・５㎜のプラ

持ち大きくしていますが、天面の外装板を

載っていますので参照されたし）
。胸は気

の岡プロのハウツー記事に詳しい工作法が

の作例が誌面を飾ったバンダイ製１／ Ｖ
板を貼り付けパーツ間の隙間を緩和します。

◆カッチカチやぞ！ ゾクゾクするやろ〜

Ｆ‐ ですが、今月はバトロイド形態の作

バトロイド特集ということで、あえて固
ので、
ノコを入れて隙間を開けることで「ヒ

そのままではいかにも「プラモデル」的な

肩フレーム類のパイプ状の可動ヒンジは、

例で「男前なロボット」度数をグ〜ンとア

定ポーズで仕上げることにしたので、プロ

限定した作例とすることで、可変や可動す

ーションにするだけでなく、バトロイドに

また、単に「イケメン」モデル体型プロポ

甲パーツを０・５㎜ほど浮かせる感じで固

手首は少しボリュームを持たせるため手の

り離して４㎜ほど縮めました。あわせて、

前腕だけはモールドに干渉しない部分で切

置変更でプロポーションを変えていますが、

ほかの部分は、ほぼすべてユニットの位

るために軸やポリキャップが入っている各
定しています。

本体の派手なポーズに負けないように翼

◆羽根、
跳ね上げてみる……
基部をやや跳ね上げることで「動き」を演
出してみます。コクピットブロックも連動

レーム。固定モデルなので、１㎜真ちゅう

出だしは、いきなり新造となった股間フ

を足してメカっぽさにブーストをかけてみ

ールを活かしつつ流用パーツでディテール

側が丸見えになりますが、キットのディテ

した。こうするとコクピットブロックの裏

して上がると解釈して体と翼の間を埋めま

線を通して強度を上げています。いかにも

頭部はほぼストレート組みで、スジ彫り

０艦船のパーツなどを使用しています。
を少々追加した程度です。

最終回のあのシーンを再現するためにラ

◆長モノ
イフルをスクラッチビルドしてみました。

とスカスカになりますが、空気取り入れ口

胸部に移って、インテーク。穴を開ける

手首はがっちりと固定しました。

パーツ等を使いましたが、かなり重いので

アインやゼク・アイン、ラビアンローズの

を加えています。
１／１４４のスローネ・

設定の意匠を残しつつ模型なりのアレンジ

なので中身はとくになし。シャッターが閉
れてみました。

肩周りは５つの丸が付いたパーツが工作

コツと塗り分けています。

グレーで塗装。ディテールは筆塗りでコツ

いるので、フレームと内部の色をウォーム

飛行機の内部はだいたい一色で塗られて

のメインディッシュ。穴を開けてから、周

■
辺の裏側を削って薄さを表現します（先月

◆ちまちまと縮めたり広げたり……

◆配色

まっていると解釈して、スジ彫りを深く入

滑らかなラインに修正しました。

込みを入れ「グイッと」矯正したあと、

ンにある折れ角は、エッチングソーで切り

ように工作しました。脚部側面に付くフィ

で、キットを２個使用して軸が中央に来る

動軸がセットされているのが気になったの

とにします。可変のためか少し内寄りに可

脚部は、ヒザパーツから工作していくこ

してプラ材などでスクラッチビルドします。 ました。流用パーツはガンプラや１／７０

可変しそうでリアリティーのある形を目指

◆はじまりは、
いつも腰から

手を入れています。

整形など、基本工作の部分にもコツコツと

の処理、ゲート跡やパーティングラインの

もちろん、パーツのエッジ処理や、断面

アル」に作り込んでみました。

部フレームや接続パーツに手を入れて「リ

岡プロにガッツリ監修してもらいました。

ンジ」っぽくしてみました。

72

ポーションとポージングはロボットの匠

ゲアゲしていきましょう！

25

最終回の感動をもう一度……

バンダイ 1/72 VF-25は、設定プロポーション
と変形ギミックの再現においては文句のつけよ
うがないものになっています。でも、そもそも
VF-25のバトロイドは、やや人型を外した系の
プロポーションなので、せっかく手間ひまかけ
て模型で作るからには、シャキーンとオトコ前
にロボット的なカッコよさを追求してみるのは
いかがでしょうか？ バトロイド特集というこ
とで、最終回の"あの"シーンをモチーフに、固
定モデルとしてポージングし、プロポーション、
そしてディテールの作り込みを追求、「カッコい
いロボット度数」を最大限に上げてみました！

VF-25F メサイアバルキリー アルト機
バンダイ 1/72
インジェクションプラスチックキット
発売中 税込4860円
出典／『マクロスF』

製作・文／畠山孝一
プロポーション監修、
ポージング／岡 正信

◀キットのユニット形状は活かしつつ、ユ
ニットごとの位置関係をずらしていくこと
で、YF-19のバトロイド的な「ちょいワル
カッコイイ系」プロポーションを目指して
みた（例外として前腕だけは少々切って短
く加工している）
。完全変形のためにユニッ
トが細分化されているこのキットだからこ
そできる工作法と言えるだろう
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MESSIAH VALKYRIE
ALTO CUSTOM
Modeled by Koich HATAKEYAMA
1/72 BANDAI

VF-25F

バトロイド限定でプロポーションを改修
追加ディテーリングで、
キラッ☆とね!
●ひと昔前のロボットのプラモデルでは、スクラッ

度感、そしてメカニカルなリアリティーを出すこと

チビルドや大改造でもなければ、ここまでメカニカ
ルな表現は難しかった。しかし、今回の作例では、
キットの超絶な構造再現を活かしつつディテールを

に成功している。作例をよく見比べると、意外とキ
ットパーツのディテールがそのまま活かされている
部分が多いことに気付くはずで、バンダイのVF-25

さらに追加することで、キットを活かしつつ高い密

のポテンシャルの高さには改めて驚かされる

もはや“プラモデル”
の域は超えた!?
驚異のギミックがもたらす「リアリティー」
◀マクロスのヴァリアブル・
ファイターを立体で変形させ
ようとしたとき、いちばんの
ネックとなるのが機首の部分。
ファイター時の長い機首をど
うやってバトロイドの胴体に
収めプロポーションバランス
をとるかは難しい問題だ。
『マ
クロスF』では本編にCGを使
うことで非常に複雑な変形機
構を描いているが、バンダイ
からリリースされたVF-25は、
その複雑な変形機構を驚異の
ギミックで見事に立体化する
ことに成功している。複雑に
折り畳まれる胴体のクリアラ
ンスの「紙一重」っぷりと言
ったら……ぜひあなたも一度
キットを手に取ってその驚き
を体感していただきたい

キット
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プロポーション変更後

VF-25S 可変戦闘機開発50周年記念塗装機
ハセガワ 1/72
インジェクション
プラスチックキット改造
税込3456円
出典／『マクロスF』
製作・文／POOH熊谷

●バンダイ製1/72 VF-25シリーズにおけるファイター形態で
の各ユニットの位置は、ほぼ完璧に外装がつながった形状になる
よう設計されている。しかし、プラスチックの厚みや変形
に必要な微細なクリアランスが存在するうえ、組み
付け精度や各関節の曲げ角が誤差として集積する
ため、実在の戦闘機を感じさせるシャープさや平
滑な表面を手に入れるにはなんらかの工夫が必要になる
●作例では外装を適宜接着し、設定資料を参考にしながら航空機
的なテイストを盛り込む工作を全体に渡って施している。薄くあ
るべき部分は薄く、滑らかであるべき部分は滑らかにするのはも
ちろん、場合によっては実在する戦闘機からディテールを引用し
て形状を変更している。膨大な作業の結果、
「戦闘機らしさとは
なにか？」を徹底的に突き詰めたVF-25の姿がこうして結実した
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VF-25S

2009年1月号

50th Anniversary Special

掲載

BANDAI 1/72 based
バンダイの超絶完全変形プラモデル、1/72 VF-25。
バトロイド形態限定で男前なロボットとしてのカッコ
よさを追求した作例に続いては、VF-25Sを題材に、
戦闘機らしさを徹底追求し、あくまで「航空機モデル」
として作り込んだ作例を紹介しましょう。本作例では、
あえて秀逸な変形機構を無効にし、実在の戦闘機がも
つ精悍さや機能美を感じさせる面構成とディテーリン
グをこれでもかとばかりに盛り込んでみました。バン
ダイが提示したユニット形状やディテールは尊重しつ
つも、モデラーならではのこだわりを全身に散りばめ
たその姿は、VFという存在が、あくまでも可変"戦闘
機"であることを強く感じさせるものとなっています。
そしてさらに、本誌のマクロス作例ですので、カラー
リングでひと暴れするのも忘れちゃおりません！
50年後の世界を描いた『マクロスＦ』ですので、紅白
の塗り分けがゴージャスかつデリシャスな「VFシリー
ズ50周年記念塗装」でお贈りいたします!!

●ＨＭＭ二宮茂樹氏によるカラーリ
ングデザイン、バルキリー生誕50
周年記念塗装。両肩に背負っている
のは右がVF-1、左がVF-25。マス
キングシートにこのシルエットを印
刷したうえで、オス型とメス型を切
り出し、２回に分けて塗装した

スペシャルマーキングは誰がどうやって決めるのか、というお話

文／HMM二宮茂樹（本作例マーキング考案）

迷彩塗装のパターンは、それがそのまま生存率に繋がる
ので、見た目の良し悪しではなく、いろいろとシミュレー
トして組織の上の方で決定するわけですが、記念行事なん
かで施される特別塗装は生き死に関係ないのでもっと自由
な基準で行なわれます。たとえば部隊創設何十周年記念塗
装なんかは、整備員やパイロットが自分たちで考えたり、
部隊内で募集する場合が多いようです。塗装作業自体もメ
ーカーではなく整備員が行なうわけで、訓練や整備のロー
テーションを崩せないので深夜に数時間ずつ作業し、また
▲こちらがT-2のブルーインパルス（航空自衛隊のアクロバットチ どんなに作業が途中でも翌日には飛べるようにしなければ
ーム）仕様。採用された案からアレンジがされているが、大胆かつ ならないため、結構涙ぐましい努力が行なわれています。
力強いカラーリングはいまの目で見てもセンスあふれるデザインだ また、航空自衛隊の戦技競技会出場機に描かれたノーズア

11

ートが、有名漫画家やイラストレーターの手によるものと
して一時期話題になりましたが、試作機やテスト機の場合、
視認性や見た目のきれいさの問題をクリアするため、有名
なグラフィックデザイナーに外注することもあります。ま
た、デザインを広く国民から募集する、なんて場合もあって、
空自のブルーインパルスが先代のT-2に機種変換した時、機
体カラーリングのデザインを公募。選ばれたのは当時の現
役女子高生でしたが、彼女は配布されたT-2の図面だけでデ
ザインし、新塗装お披露目式典に呼ばれたその日までT-2の
写真すら見たことがなかったそうです。現在のT-4でも公募
が行なわれましたが、精神科医で有名なモデラーの斉藤章
二さんのデザインが採用されています。
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BANDAI 1/72 VF-25S VF Series
VF-1から50年後の後裔、
VF-25
……というわけで、
「VF生誕50周年スペシャルマーキング」を
空想しつつ航空機としてのVFを作り込む。

そもそも、バルキリーシリーズはなぜ可

変するのか……巨人族であるゼントラーデ

ィと戦うために巨大人型兵器が必要だった

わけですが、停戦後はその技術を活かして

機体の運動性能向上のための支援システム

として活用されていったのではないでしょ

うか。つまり、急激な空力制御の際は機体

の一部を変形させ、マニピュレーターです

らエアブレーキ代わりに使えるという超ハ

イテク戦闘機になっていったわけです。と

いうことは、まずは戦闘機としての機能を

満足させ、それがなかば強引に変形すると

いうのがこの機体を理解するうえでのキモ

なのではないでしょうか。このあたりは本

ただ、航空機のスケールモデルであるこ

編を見ても明白だと思います。

とを追求しようとすると、どうしても可変

キットであることがネックになってきます。

なぜなら、１／ で差し替えなしの完全変

ダイのＶＦ‐ は可変キットとしてはまっ

ここで勘違いしないでほしいのは、バン

らしくないところがあるわけです。

空機のスケールモデルとして見ると航空機

ば１／１になっているからです。純粋に航

がスケールとは関係なく、そこだけ、いわ

ギミックや強度保持のためのパーツの厚み

形を実現しているため、変形させるための

72

で１／ スケールで表現しちゃったら、ち

たく正しい選択であって、ギミック部分ま

25

ればいけなかったのは面構成。ＶＦ‐ の

考証を進めるうえでいちばん注意しなけ

イター形態限定で製作することにします。

ここは思い切って変形機構を固定し、ファ

てしまいます。では、
作例ではどうするか？

ょっと動かすとすぐに壊れるキットになっ

72

このＶＦ‐ は歴代バルキリーのなかで

形状にするにはかなりの研究が必要でした。

設定を崩すことなく、いかにも飛びそうな

25

上させる方向でひとつひとつの面を再構成

実機を参考に、もっともっと空力性能を向

圏内でも問題なく飛べているので、ここは

けに、これでもよいと思うのですが、大気

空間での戦闘をメインに考えられているだ

としてはかなり凹凸の多い機体です。宇宙

もいちばん宇宙機っぽいというか、航空機

25

12

1ランディングギアはVF- 0からの流用。収納部を大

コボコしすぎている。ゆえに今回は谷になっている部

1
きく切り欠き、脚収納庫を再現した
2脚部サイドのバルジはエアブレーキで、なかにチャ

分にエポキシパテを充塡し、全体の形状は維持しつつ
流れるようなラインに整形した
フ等のディスペンサーがあるという設定で、開閉でき

4インテークまわりは段差をなくしつつ、境目を整形。
ることを前提に、いかにも動きそうな形状に

結果的に上部インテークがかなり大型化した
3製作でいちばん悩ましかったのは、インテークから
ノズルにかけてのライン。バトロイド時の脚部に当た

5ノズル周りにあるリングはスラストリバーサー。逆
噴射時にはノズルが後方に移動するのと同時にリング
り、凹凸がいちばん激しい箇所だ。バトロイドの脚と

も後方に展開、傘のようになって噴射を上下に逃がす
して綺麗に見えるようにデザインされているため、航

もとした。このリングだけでは隙間をきちんと塞げな
空機としての機能を満足させるという点においてはデ

いので内側にもう一枚パネルを追加した

2

4

3

ＶＦ‐１がＦ‐ だとすれば、ＶＦ‐ は

25

に可動軸があり、設定とは違う丸い形状だ

ィンは全体的に薄く整形。垂直尾翼は基部

脚部から斜め下方に伸びるベントラルフ

るわけです。

Ｆ‐ やＦ‐ といったところでしょうか。

ったのでこれを切除して、プラ板で設定ど

機構をフレームも含めすべて接着します

追加しています。設定画では表現されてま

ＶＦ‐ 風に加工。各種センサーも新規に

尾翼自体はＶＦ‐１から流用し、形状を

（なんて罰当たりなっ ）
。さらに隙間とい

まずはファイター形態で仮組み後、変形

おりに作り起こしました。

最新鋭機でありながらどこか懐かしさも漂

14

うこの機体、シャープで美しいラインを強

35

調する方向で改修しています。

22

で、ここをスムーズなラインにしてあげる

ともなう分割ラインが段差になっているの

になったのはインテーク周り。変形機構に

ンはＢＭＣタガネの０・２㎜、パネルライ

けたかったので、変形にともなう分割ライ

直しています。
２種類のラインに強弱を付

分のひとつ。ここはバトロイド形態のとき

インテーク上部の背面は凹凸の大きな部

部インテークがかなり大型化されました。

その後両面にスモーククリアーを軽く塗布

形。コンパウンドで磨いて仕上げています。

たあと、１２００番のサンドペーパーで整

るので、これを切除。ていねいに切り取っ

キャノピー部は男らしいダボが前後にあ

は肩にあたる部分で変形機構の「しろ」を

なるように変更し、ＢＬＣ境界制御用スリ

がるラインも進行方向に対してまっすぐに

形状に変更。機首からウィングボディに繋

ディであるということなので、空力重視の

ぶっちゃけ、このパターンをどう塗り分け

カッコよすぎてシビれてしまいましたが、

右がＶＦ‐ 。この画稿をいただいたとき

両肩に背負っているのは左がＶＦ‐１で、

だきました。ＶＦ生誕 周年記念塗装です。

カラーリングは二宮さんに起こしていた

し、光沢を再現しました。

ットも大型化。ウィングボディからグロー

象になってしまいます。ここはウイングボ

考慮したとき、どうしてもガコガコした印

ているので、これを薄く一枚に。結果、上

ンは同０・１㎜（非売品）で彫りました。

パネルライン、分割ラインはすべて彫り

せんが、きっとあるはずです（笑）
。

25

のと、上下インテークの境目が二重になっ

ここからが本格的な作業ですが、まず気

う隙間をすべて埋めてしまいました。

!!

50

グローブを「翼」としてとらえ、万が一主

ス型とメス型を切り出し、２回に分けて塗

ングシートにこのシルエットを印刷し、オ

機体色のホワイトはアクセルＳコンクホ

剥がしたとき感動してしまいました（笑）
。

装することに。ひさびさに、マスキングを

グローブ前部の張り出し部分のサーチラ

ワイトに若干のグレーとブラウンを加え、

割ラインがありますよね。このように、洗

い位置に、機能のみを追求したかたちで分

とおり、車体デザインとはまったく関係な

ドアやＦ１のカウリング等を見ればわかる

つはここも重要なポイント。たとえば車の

形機構の分割ラインを入れていきます。じ

機体形状とは無関係な感じで、各部に変

商品化したベルテクスコーションデカール

ワ製Ｆ‐ のデカールを流用。さらに僕が

プリンターで印刷したものに加え、ハセガ

作り起こして貰ったものをマイクロドライ

演出しています。マーキングは二宮さんに

スペシャルマーキング機らしい華やかさを

した。トップコートは軽めのマットとし、

え、朱色に近い鮮やかなレッドを表現しま

ーイタリアンレッドに若干のイエローを加

暖色系のオフホワイトに。レッドはスーパ

練されたデザインラインとは無関係に、無

の黒と白も使用しています。

■

機質的なラインを入れてあげることで、機

翼部は後端部に向かって薄く加工。

しっかり照らしてくれることでしょう。主

イトはフェラーリＦＸＸ風に変更。きっと

飛行可能という設定を重視しました。

翼を失ったとしても、ある程度の速度なら

ブに流れるラインも空力重視の形状に変更。 ればよいか途方に暮れました。結局マスキ

25

械としてのかっこよさ、リアルさが生まれ

13

していきました。
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