




Photo by MathKnight





006　土のマテリアルを開発するトップAFVモデラー ミグ・ヒメネス
008　AFVモデラーの土との上手な付き合い方
010　マテリアルカタログ

015　西ヨーロッパ
022　泥表現Tips 01 アモの製品の基礎

028　土の小噺❶　土とは？　土の色と構造。

029　東ヨーロッパ
038　泥表現Tips 02 土の湿り気を塗り込む

044　土の小噺❷  陶芸家の土　農家の土

045　南ヨーロッパ／北アフリカ
052　泥表現Tips 03 調色で高めるリアリティ

058　土の小噺❸  植物と土

059　アジア／太平洋中東
066　泥表現Tips 04 ピグメントを使いこなす

072　土の小噺❹  土と戦争

073　中東
088　泥表現Tips 05 地域色を感じさせるダイオラマ

096　奥付

本書は月刊『アーマーモデリング 』2019年
6月号『土が決め手の泥試合』を元に再編集
や加筆修正を行ないまとめたものです。



▲ミグ（写真右から2番目）と開発チームのミーティングの様子。
アモミグの製品開発はこのように行なわれているのだ。

▼アモミグの製品たち。日本の市場でも手に入りやすくなり、
AFVモデラーには欠かせないマテリアルとなっている。



土のマテリアルを開発する
トップAFVモデラーミグ・ヒメネス

　私はこれまで25年にわたりモデリング用の塗料およびエフェクト用マテリアルの開発に携わっており、この
分野でもっとも経験と知識を持つモデラーのひとりであると自負している。そして、その模型製作への情熱
（いまも失っていない！）をビジネスとして成り立つ事業に変えることを決意した。時間はかかったが、今では
ウェザリング用マテリアル業界をリードする地位を築くことができたと思っている。モデラーの塗装作業を容
易にし、作品のクオリティとリアルさを向上させるための製品開発は、自分が長年貫き続けてきたモデリングス
タイルと哲学に基づいて行なわれている。また、単にシステム化をはかり作業を容易にするだけではなく、さま
ざまな色味や表現に特化した製品も用意しており、ダストエフェクト用のピグメントや泥汚れや泥跳ねを表現
するスプラッシュシリーズなどは世界中のモデラーから高く評価を受けている。

　エフェクトごとに展開される各製品は、内容物の構成や使用方法は異なるものの、開発初期段階のアイデ
アは非常に似ている。その塗料が通常モデラーが使用する手法と手順の一部になること、  とくに複雑な効果
を再現する際に使用できるようになること、を基本的な狙いとしている。
 　
　'90年代には、ピグメントをウェザリングに使用するというアイデアが登場した。 当時車両にエイジングを施
す、という表現が広まり始めたばかりで、作品に埃汚れを加える人はほとんどいなかった。また、それを思いつ
いたモデラーたちは美術用のパステルを削り、非常に濃いピグメントを作らなければならなかった。つまり、 よ
り洗練された粉末顔料を使用するというアイデアは埃汚れを表現するための理想的な答えであり、AFV製作
のニーズに適合した色を開発し、使用する方法をモデラーに説明するだけで十分となった。 このアイデアの
大成功により、いまでは埃汚れを施していないAFV作品をみることは非常に稀となった。開発における最大
の難点は、モデラーが望む色を得るために色合いを混合し、ごく微細なミクロの粉末を得るために圧縮するこ
とであった。 この過程により最終的に製品を高価にしてしまったのだが、その品質の高さは使用してもらうこと
できっとおわかりいただけることだろう。

　ピグメントと同じくアモの代表的なウェザリングマテリアルとなるスプラッシュとヘビーマッドシリーズ。これ
らの開発経緯はとても似ていた。 作品に泥汚れを施すことは一般的となっていたが、自然に見えリアルなウェ
ザリングを施せるモデラーはごく少数だった。なぜなら、このテクニックはまるで錬金術のように正確な量でさ
まざまな成分を混合しなければならず、さらに数回にわたって繊細にテストしてから作業しなければならないた
めだ。そこで私は長年の経験から得られた、もっとも一般的な乾いた泥と湿った泥の色に適したテクスチャー
や塗料濃度・明度を作り、それらをミックスした塗料を開発することで、モデラーがこの塗装表現を簡単に行な
える製品を作り出した。 これに適した正しい製法の開発はピグメントよりもずっと複雑だった。 その製法の重
要な鍵を見つけるテストは何か月も必要となったがついに成功し、今日では多くのモデラーが迅速にかつリア
ルな泥汚れを再現可能となったのだ。 テストを重ねたこの結果と製品を私たちはとても誇りに思っている。

 　通常、アモの新製品のアイデアはモデラーチームと経営陣との間でさまざまな実施方法を検討し、比較検
討することによって展開される。 最良の方法が見つかれば、製造部が研究していくつかのサンプルを準備す
る。そして私が個人的に依頼したモデラーのチームが、各サンプルの良いところと悪いとこ
ろとに注目し、考えられるすべての効果と適用方法を厳しくテスト
するプロセスを開始する。 そこから得られた情報をもとに、
ラボでは次のサンプルを改良し、最終的に販売できる製
品になるまでテストを繰り返すのだ。
　 このプロセスは私がアモという会社組織を経営するなか
で、最も愛しそして熱の入る工程である。まさにエキサイ
ティングな冒険中の探索のようなものなのだ。世界中のモ
デラーがアモ製品を愛用してくれていること、それは私の開
発目的が間違っていなかったことを証明していると思う。開
発プロセスは容易ではなく時間やお金もかかる。しかし、世
界中でアモの製品を使い仕上げられた作品をみることが、
我々が製品開発を行なう原動力となっている。彼らの作品群
こそが、我々の研究の結晶ともいえるのである。

ミグ・ヒメネス
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AFVモデラーの土との上手な付き合い方
戦車の足周りになにげなく施してしまいがちな土汚れ。しかし、よりリアルな仕上がりを目指そうと
するほどに、その奥深さとおもしろさに魅了される技法のひとつでもある。実感豊かな土汚れを
目指すため、土の専門研究者からじっくり世界の土を学び、新たな土表現へのドアを開こう！

こ
の
本
で
は
地
球
上
の
土
を
12

種
類
に
分
け
て
考
え
て
い
ま
す

　世界のあらゆる風景を彩る重要な要素、土。ふたつとして同じものはない。それ
ゆえにモデラーに自由という難題を課してくる。しかし、世界中の土を調べた研究者
たちによって、土はただのカオスではなくその成り立ちに法則性があることがわかった。
それは「土壌の材料となる岩石（地質）や地形、気候、生物、時間という5つの環境条
件によって、土も変化する」という原則だ。5つの環境条件が似ていると類似の土が
発達する。その類似する土どうしをグループ化していくと、地球上の土は12種類に
まで簡略化して分類することができる。

　12種類の土の違いは、砂、粘土、腐植の混合比率や、それぞれの性質の違いを
反映している。黒いものや赤いもの、粘り気のあるものやサラサラしたもの、湿り気
を帯びているものや乾ききったもの、といった具合に私たちは土の色や手触りの違い
を感じ取り、地域によって土が違うことを知っている。しかし、そこには一定の規則性
があり、地域の気候、植生、地質の違いからどのような土が分布するのかを推定する
ことも可能となる。本書ではこの12種類の土の違いに注目し、地域ごとの特徴とそ
の正しい色味について詳細に解説を進めていく。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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①粘土集積土壌
砂の多い表土と粘土の多い下層土の二層構造を持つ。フランスなど地中海沿
岸のブドウ、オリーブの栽培が盛んな肥沃な土。乾燥した季節を持つ地中海性
気候やサバンナ気候に多い。

②強風化赤黄色土
東南アジアの熱帯雨林に多い、酸性な粘土の多い土。伝統的には焼畑農業だが、
現在はパイナップル、バナナ、油ヤシ農園が多い。

③オキシソル
強風化赤黄色土よりも長い風化の末にアルミニウムや鉄のさびが残った土。オ
キシは酸化物、ソルは土の意味。南米とアフリカ中央平原に多い。

④ポドゾル
ロシア語で「灰のような土」の意味。微生物の放出する有機酸によって砂だけが
残った上層と、溶け出した金属成分が再び析出し赤褐色の粘土として沈着した下
層とにわかれている。北欧や北米に多い。

⑤黒ボク土
火山灰由来の粘土と結合した腐植に富む。歩くとボクボクいうことから黒ボク土
（くろぼくど）と呼ばれる。日本、ニュージーランド、フィリピンやインドネシアジャワ
島の高標高地帯に局在する。

⑥ひび割れ粘土質土壌
乾燥するとひび割れを起こすほどに粘土の割合の高い土壌。インドのデカン高
原、エチオピア高原などの玄武岩台地に局在する。

⑦チェルノーゼム
乾いた草原の下の黒土。腐植に富み、中性。土の皇帝と呼ばれる肥沃な土。
ロシア南部からウクライナ、ハンガリー、アメリカの大平原、アルゼンチンなど世界
の穀倉地帯に分布する。

⑧若手土壌（褐色森林土）
未熟土からやや風化が進んだ腐植と粘土に富む土。日本では褐色森林土と呼ば
れる。

⑨泥炭土
水浸しで植物遺体が未分解で堆積。北米や北欧の湖沼周辺に多く、日本なら釧
路湿原、尾瀬ヶ原、弥陀ケ原などの湿地帯に分布する。 

⑩永久凍土
夏でも解けない氷の層がある土。北極を取り囲む大陸性気候のアラスカ、カナダ
北部、シベリアに分布する。北欧には少ない。

⑪未熟土
すべての土のはじまり。岩石が風や雨の作用で風化し、土へと移り変わっていく
最初の段階。 

⑫砂漠土
乾燥地、とくに砂漠地帯に見られる土壌。塩分が多く溶ける地下水の影響で、塩
類が集積し固い土（クラスト）を生み出すこともある。

藤井一至 Kazumichi　Fjii

12種類の土のハナシ

　土とは「岩の分解した砂・粘土と死んだ動植物遺体の腐敗した
もの（腐植）の混ざったもの」と定義される。月には砂はあるが粘土
と腐植がなく、火星には砂と粘土はあるが腐植がない。地球上で
は岩石が水や酸素、そして生物の働きによって分解され風化してい
くことで、砂が土へと変化していく。我々が学校の授業で習ってい
た玄武岩や花崗岩こそ、土の元の姿なのである。岩に含まれる鉄
（青灰色）が酸化する（さびる）と赤色や黄色となり、白色の砂ととも
に土を染める。ここに黒色の腐植が加わる。その名は、腐った植
物に由来している。腐植には植物だけではなく、植物によって生か
された動物や微生物の遺体も含まれている。これらの生物遺体が
原型を留めないほどに分解され、腐葉土、そして腐植となる。黒い
腐植、白い砂、粘土の中の黄色や赤色の鉄さびの混合比によって
土の色、そして土の質感が決まる。
　たとえば温暖・湿潤で自然豊かな日本では腐植が多く、土壌は褐
色～黒色になりやすい。逆に中東のような乾燥した地域では腐植
や粘土が少なく、砂の多い白い土となりやすい。熱帯地域では腐
葉土を分解する微生物の活動が活発で腐植の色は弱い。鉄さび
粘土は高温では鮮やかな黄色や赤色になりやすく、とくに乾季のあ

る地域では赤みが強くなる。
　さて、ここまで土の基礎知識を整理したが、これを理解することが
モデラーにとってどんな利点があるのだろうか。戦車の走る地面
は何色だろうか、戦車を汚す土は何色だろうか。ときには白黒写真
をもとに現場を推測する。答えはひとつではないとはいえ、難しい
選択を迫られることも多い。本書では地域ごとの色について詳細
な解説を進めていく。その土地柄や風土を理解し、なぜその地域
の土の色がそうなっているのかを考えながら塗装色の選択を行なう
ことで、よりその情景に深みが出てくるはずだ。東ヨーロッパ、とり
わけウクライナ（キエフやハリコフ）のような農業の盛んな土地では
土の色は黒い。こうした肥沃な土地の獲得も、ドイツが第二次世
界大戦に踏み切るきっかけのひとつになっていたのである。その
車両の作戦状況や描く情景のなかで、まさに土の色こそがそれを
雄弁に語りかけてくれるのである。

そもそも土って？？

1981年富山県生まれ。京都大学農学研究科博士課
程修了。博士（農学）。京都大学研究員、日本学術振
興会特別研究員を経て、国立研究開発法人 森林研
究・整備機構 森林総合研究所 主任研究員。カナダ
極北の永久凍土からインドネシアの熱帯雨林までスコ
ップ片手に世界各地、日本の津々浦々を飛び回り、土
の成り立ちと持続的な利用方法を研究している。
第1回日本生態学会奨励賞（鈴木賞）、第33回日本土
壌肥料学会奨励賞、第15回日本農学進歩賞受賞。
関西学生王将（2003）の側面も持ち、過去には、土の
研究者とプロ棋士への道で迷ったこともあるという。
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12アクリル塗料と同じく、希釈して適正な
濃度に薄めるとエアブラシで吹き付けることも
できる。タミヤアクリル塗料と同じラインナッ
プで、同じ色をエナメル系塗料で塗装するこ
とができるメリットもある。
3石膏やピグメントと混ぜて、自作のウェ
ザリング塗料を作る素材としても優秀な
マテリアル。

1エアブラシで薄く吹きつけるだけで簡単に
砂埃を表現できる。
2基本塗装後、ヘアスプレーや剥がし液を吹
いてからアクリル系塗料を塗装。
3乾燥後、水を含ませた筆で擦るとポロポロ
と剥がれた表情を再現できる。アルコール落
としは剥がし液を吹かず、ラッカー系塗料で基
本塗装した模型にそのままタミヤアクリルを吹
き、アルコールで洗い落とす。

12

3

本書で対応する模型用塗料
本書では多種多様なウェザリング向けの塗料があるなかでも、色数、再現度の高さ、入手性のし
やすさなどから8項目の塗料をピックアップ。世界各国の土の色を見る前に、まずは各模型用塗
料の基本情報をおさえておこう。

タミヤ
スタンダードな使い心地と入手性 色数の豊富さも魅力

問タミヤ ☎054-283-0003

●内容量：10ml
●色数：82種類

●内容量：10ml
●色数：93種類

▲エナメル塗料

▲タミヤカラー（アクリル塗料ミニ）

スミ入れやウェザリング用の塗料として昔から愛されてきた
エナメル系塗料。タミヤアクリル系塗料と対応している色
があるのも他のメーカーにはないメリット。

ウェザリング専用色ではないが、「アルコール落とし」技法
やエアブラシによる埃、泥汚れの下地塗装によく使われる。

入手しやすく高品質な
エナメル系塗料

エアブラシで吹くことで
埃汚しのベース作りに！

（エナメル系塗料）

（アクリル系塗料）
12

3

▲各ページに表示されている塗料はここで紹介する
塗料に対応している。それぞれの塗料で得意な項目
があるため、用途によって使い分けよう。

※このデータは2020年11月現在のものです
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GSIクレオス

ファレホ

日本が誇る模型用塗料メーカーの頼れる本格派

入手、価格、品質のバランスがいい模型用ピグメント

問GSIクレオスホビー部  http://www.mr-hobby.com

問ボークス https://www.volks.co.jp

12

3

1スポンジや使い古した筆でペーストを
盛っていく。そのとき、叩くようにしてテ
クスチャーをつけることを意識する。
2砂やスタティクグラスなどを混ぜて塗
ってもおもしろい表情になる。塗った部
分の境界は自然にぼかし、筆でなじませる。
3湿り気によって色を変えたり、ウェット
クリアーを混ぜて濡れた色を作ることも
できる。スプラッシュ塗装にも有効だ。

1色のバリエーションは泥、埃、錆などの
ほか、一般的な油彩の色に準じているもの
もある。
23使い方は普通のピグメントと同じで、
粉のまままぶしたり水や薄め液で溶いて
使うこともできる。ピグメント同士を混
ぜ合わせて調色することも可能。

12

3

1よく撹拌したMr.ウェザリングカラーを
埃や泥が溜まりそうな部分に塗る。
2薄め液をわずかに含ませた筆や綿棒な
どで伸ばして自然になじませる。
3どこまで塗料を残すか、拭き取るかが仕
上がりに差を生む。液状のマテリアルだ
が、ピグメントを扱うかのように残すとこ
ろ、拭き取るところのメリハリを意識して
作業する。

12

3

エナメル系塗料でのウェザリングの可能性を大きく
認知させたと言っても過言ではない「Mr.ウェザリン
グカラー」。液状の油彩のような性質で、微妙な汚れ
の塩梅やぼかしができる。乾燥後は専用うすめ液で
も落ちることがなく、しっかりとツヤ消しの状態に
仕上がることも特徴。

エナメル系のペースト状塗料。盛り上がったり溜ま
った土の再現に向いていて、同じシリーズでライン
ナップされている「ウェット・クリアー」を混ぜると
湿った質感にすることもできる。

「オーカー」や「アンバー」など、油彩でよく使用する色
や汚しで使用する色をラインナップしたピグメント。

（エナメル系塗料）

（ピグメント）

（エナメル系ペースト塗料）

もはや定番となった
油彩系のエナメル系塗料

“盛る”ことができる
立体感が魅力のペースト

入手しやすい
高品質な模型用ピグメント

●内容量：40ml
●色数：18種類

●内容量：40ml
●色数：5種類

●内容量：30ml
●色数：23種類

▲Mr.ウェザリングカラー 
（各税別 380円） 

▲Mr.ウェザリングペースト 
（各税別 600円） 

▲ピグメント（各税別 450円） 

※本書ではWCと表記。

※本書ではWPと表記。
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12

3

12

3

1

2

3

※このデータは2020年11月現在のものです

アモ・バイ・ミグヒメネス
AFV模型界を牽引するミグ・ヒメネス監修の本格派塗料

問ビーバーコーポレーション　https://beavercorp.jp

（エナメル系塗料）

（ピグメント）

（アクリル系ペースト塗料）

12使い方は原液を汚れの溜まりそうな
部分に塗り、うすめ液でぼかしたり乾燥後
に拭き取って模型に馴染ませる。
3監修を務めるミグ・ヒメネスおすすめの
使用法は、チッピング液を吹いてから、こ
のネイチャーエフェクトをエアブラシで
吹き付け、水を含ませた筆で剥がす方法。
筆で塗ったときと異なる、ポロポロ剥がれ
たようなおもしろい質感が生まれる。

1粉のまままぶし、薄め液で定着させる。
2うすめ液が乾くと元の色に戻り、凹部に
溜まったような仕上がりになる。
3何度かこの作業を繰り返し、凸部を中心
にズポンジなどで余計なピグメントを取
り除けば完成。

1いきなり地面に塗り付けず、スタイロフ
ォームや粘土で下地を作る。
23凹凸や轍は粘土で表現しておき、いち
ばん上の層をコートするようにアクリル
マッドやアクリルサンドを塗りつける。
石の粒などのテクスチャー素材が混ざっ
ているため、塗るだけで自然な凹凸が表現
できる優れもの。

●内容量：35ml
●色数：13種類

●内容量：35ml
●色数：30種類

●内容量：250ml
●色数：10種類

▲ネイチャーエフェクト
（各税別 800円） 

▲ピグメント
（各税別 800円） 

▶アクリルマッド／サンド
（各税別 1900円） 

多種多様な汚しを再現できるエナメル系の汚し専用塗料。
泥や埃色は地域や戦線別で色分けされているので、再現
したい戦線に合わせ色を選択できる。

世界各国の土の色に合わせ多種多様な色数があるピグ
メント。選ぶのに迷うほどだが、これも戦線や地域別に製
品タイトルが付けられているので便利。

ダイオラマ用に展開しているアクリル系のペースト塗料。
乾燥すると砂利や砂の質感が浮き出てくる。種類によっ
て凹凸のテクスチャーやツヤが異なり、こだわりが感じられ
る。大容量なのも魅力。

伸ばしやすく馴染みやすい
スタンダードな汚し塗料

世界の土の色味に合わせた
考証派も納得のラインナップ

微妙な小石の凹凸が
地面のリアリティを高める
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12

3

12

3

より本物に近づけるためのワンポイントアドバイス

▲戦場には泥、土、埃だけでなく草木や石、瓦礫などさまざまなものに囲まれている。周囲の
環境を調べたり想像力を膨らませて、異なるマテリアルを織り交ぜてみることもリアルへの
近道。落ち葉や瓦礫は市販のマテリアルで揃えることもできる。

▲土は乾いた色、濡れた色で見た目の色がかなり異なる。乾いた状態の泥で仕上げても、後
からクリアー塗料やオイル表現用塗料、透明樹脂などを塗ることで湿った質感に変化させる
ことができる。水気が乾きにくそうな入り隅や凹部にはとくに効果的なテクニックだ。

▲欲しい色味がない場合は同じ塗料同士で工夫して調色することで理想の色味に近づけら
れる。クリアー系の塗料やオイル表現用の塗料を混ぜることで、乾燥しても湿り気のある泥
汚れ塗料を作り出すこともできる。

▲調色したいときでも、ラインナップされている色だけでは限界がある。そんなときは同じ
系統の塗料で代用することができる。例えばエナメル塗料と油彩で混ぜ合わせて調色した
り、ピグメントを混ぜ込むことで色に変化を与えることができる。

1ペースト系の素材なので筆でも塗るこ
とができるが、スポンジで叩くように塗り
つけると自然なテクスチャーがつく。
2うすめ液でボカしたり、乾燥後にこすり
落としたりしてメリハリをつける。
3砂や植物再現用の繊維素材など、混ぜ物
を入れることでさらに便利でリアルな質
感にすることができる。

1原液のまま筆にとって指ではじき飛ば
したり、エアブラシのエアで吹き飛ばした
りして泥はねを表現できる専用の塗料。
2色味を変えることで湿り気の差や乾き
具合いに変化をもたらすことができる。
3薄めて、濃く残った埃や泥の表現にも使
える便利な塗料。乾くと砂や石膏のよう
なリアルな質感になるのも利点だ。

●内容量：35ml
●色数：6種類

●内容量：35ml
●色数：6種類

▲ヘビーマッド
（各税別 800円） 

▲スプラッシュエフェクト
（各税別 800円） 

溜まった泥や積もった埃の再現に最適なエナメル系のペ
ースト。同社の「スプラッシュ」よりもやや粘度が高めで、
併用するとよりリアルな表情に。

これまでは石膏などを塗料に混ぜて再現していたスプラッ
シュ（泥跳ね）も、専用塗料の登場でより便利に。エナメ
ル系で、6種のカラーをラインナップ。

ボリューミーな
埃の表現に

水気を含んだ泥、
濃く残った土埃の表現に

（エナメル系ペースト塗料）

（エナメル系ペースト塗料）

013



ヨーロッパ・中東・北アフリカ

アジア・太平洋
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THEME.01
西ヨーロッパ

W e s t e r n  E u r o p e

● サン・ロー

● バストーニュ

● リップシュタット

● アーヘン
●レマーゲン

● ゼーロウ

● プラハアラス● 

アーネム ● ベルリン ● 

ラ・グレーズ ● 

ニュルンベルク ● 

ミュンヘン ● 

ウイーン ● 

スウェーデン

ノルウェー

デンマーク

ドイツ

イギリス

フランス スイス

イタリア

スロベニア

クロアチア

ハンガリー
オーストリア

チェコ

スロバキア

ポーランド

ルクセンブルグ

オランダ

ベルギー
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戦車戦の歴史はこの地から始まる
古代遺跡からハイテク都市まで多様な文化の広がりをつかもう

この地に張りめぐらされた塹壕陣地を突破するために、百年以上昔に戦車が誕生した。アルプス山脈を除けば地形の起伏はそれほ
どない西ヨーロッパ。しかし複雑な国境線の存在は、肌感覚での大地の多様性を反映しているのだ。

2012年12月撮影。リエナクメント・イベントで撮られた写真。森のなかの数2012年12月撮影。リエナクメント・イベントで撮られた写真。森のなかの数
限られた移動可能な道は交通量も増えるのですぐに泥沼のような状態になっ限られた移動可能な道は交通量も増えるのですぐに泥沼のような状態になっ
てしまう。高速で移動できない車両は意外とキレイなままのようだ。てしまう。高速で移動できない車両は意外とキレイなままのようだ。
Photo by Staff Sgt. Nathanael CallonReleasedPhoto by Staff Sgt. Nathanael CallonReleased

こちらも2010年のリエナクメント・イベントから映画
のシーンのような写真。兵士の行き来が多い箇所
は自然と雪が土と混ざり合って泥と化す。情景作
品ではぜひ再現したい地面の表情だ。
photo by stephanemat

ベルギー、バストーニュで2010年12月に行なわれた当
時の戦闘を再現するリエナクメント・イベントにて撮影
された写真。修復された行動可能車両も参加している
ので、大戦当時の車両の汚れ具合などの参考になる。

photo by stephanemat

西ヨーロッパ
W e s t e r n  E u r o p e

アーネムにあるマリエンダール橋。現在は国が定めた記
念碑的な建造物となっている。背景には記念館の本館
が見える。連合軍のマーケット・ガーデン作戦の最終到
達点はライン川に沿ったこの街、アーネムだった。
Photo by Pimvantend

アルデンヌ戦を彷彿させるクレア
ンクライ・パオジンダ氏のラング。
雪の表現はないものの、雪解けで
ぬかるんだ泥や落葉した木、落ち
葉などの表現が寒さを感じさせる。
フィギュアの泥汚れもポイント。
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バストーニュ ●ドイツ軍のアルデンヌ攻勢においては、主要街道が交差するこの町が焦点となった。そして第101空
挺師団の将兵が守り抜いたことが連合軍の反撃を可能にした。凍てついた死体を野戦電話の支柱にし
たとされるほどの極寒の戦場だが、豪雪地帯ではないのが重要。溶けた雪が、泥と混ざってはまた凍る
を繰り返した地面の表現が問われる。

マーケットガーデン作戦

バルジの戦い

バストーニュ
Bastogne

アーネム
Arnhem

ラ・グレーズ
La glaze

単純に灰色の塗料を選んでしまうと、バス
トーニュ独特の色味は出しにくい。複数の
塗料を混色し、やや黄色みの残る灰色を作る
のがいいだろう。乾燥した部分の場合には
あまり色が濃くならないよう注意。

地下水の影響で土の赤みや黄色みを失って
いるところが重要。バストーニュに比べてよ
り灰色が強い印象のため、混色する場合も灰
色系を多めにし、彩度のある色をわずかに混
ぜるに留めるといいだろう。

湿った部分は黒っぽく濃い色だが、乾燥した
土汚れは黄色みの強めな灰色。サンド系に
ごく少量の茶を混ぜると近い色になる。ピグ
メントであればネゲヴサンドに彩度の低い色
を少量加えることで再現できる。

ヘビーマッドヘビーマッド
ドライ ライト ソイルドライ ライト ソイル
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
ライトダストライトダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ピグメントピグメント
コンクリートコンクリート
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリルマッドアクリルマッド
乾燥した土乾燥した土
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ファレホピグメントファレホピグメント
グリーンアースグリーンアース
●ファレホ●ファレホ

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイトマッドホワイト
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
ホワイトダスト＋マルチグレーホワイトダスト＋マルチグレー
●GSIクレオス●GSIクレオス

アクリル塗料ミニ／エナメル塗料アクリル塗料ミニ／エナメル塗料
XF-55 デッキタンXF-55 デッキタン
●タミヤ●タミヤ

●映画『遠すぎた橋』でもおなじみの、ライン川に沿ったオ
ランダ中東部の庭園都市。地下水の影響を強く受けた土壌
は色味のない明るい灰色で、砂質の泥が特徴。アイント
ホーフェンやナイメーヘンも同様の色をしている。

●パイパー戦闘団に所属したSS第501重戦車大隊のティー
ガーIIが現存することで有名なラ・グレーズは、針葉樹林と
牧草地が広がる丘陵地。ここの土壌も灰色ながら少し黄色
みがある。ただ水を含むと黒く重たい色になる。

　約一万年前まで、北欧から北西ヨーロッパ（ドイツ北部）の多くは厚さ三キロ
メートルもの氷河に覆われていました。その氷河が氷河期の冷気を遮断し、土
は凍結を免れました。一方で、氷河はブルドーザーのように土を削りました。こ
まかな粘土は東ヨーロッパ（ウクライナ周辺）へと風で飛ばされ、北欧からドイツ
北部には砂の多い土が残されました。マツ林の下では腐植層が堆

たいせき

積し、そこか
らしみ出す有機酸によって粘土が溶解し、灰色の砂層の残るポドゾル（酸性の
土壌）ができます。地面は落葉層、黒色の腐植で覆われていますが、腐植層を
剥ぎ取られると灰色の砂層、その下の赤や黄色の粘土層が顔を出します。
　かつてブナ林であったドイツ西部などでは、若手土壌が多くなります。秋にブ
ナの実を豚に食べさせ、ウインナーを作りました。ドイツ東部にはウクライナか
ら続くチェルノーゼムの分布の西端があり、チェルノーゼムも点在します。
　南部にはアルプスがあり、地質を反映した多様な色の未熟土が分布します。
標高の低い土地の多いオランダ、ベルギーは地下水の影響を受け、海岸部は

泥炭土が広がります。内陸部の低地でも地下水の影響は強く、土に含まれる
赤や黄色の鉄サビが青灰色の鉄イオンに変わります。赤み、黄色みが失われ、
灰色の未熟土やポドゾルが多くなります。やや砂質の泥、泥炭も多い。なお、
日本の水田が灰色になるのも同じ仕組みです。
　温暖で氷河の影響の小さかったフランスのノルマンディー地方や北東部で
は若手土壌や岩がちな未熟土（赤色系）が多くなります。海岸付近はやや灰色
の粘土集積土壌となります。粘土集積土壌とは、表層の粘土が下層に移動し
た土で、腐植層の下にはサラサラしたシルト（砂より小さく粘土より粗い砕屑物）
から砂質の灰色土層を持ちます。
　氷河によって砂質土壌の多いドイツでは、地力の低さを克服するために、家
畜を飼育し、その堆肥を農地に投入することで地力を回復させる三

さ ん ぽ

圃式農業が
発達しました。長年の堆肥投入効果によって黒い腐植層を持つ土もあります。
土は人の働きかけ方によってはよくも悪くもなるのです。 　■藤井一至

ヘビーマッドヘビーマッド
ドライ ライト ソイルドライ ライト ソイル
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ヘビーマッドヘビーマッド
トルネード アーストルネード アース
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
ライトダストライトダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
ライトダストライトダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ピグメントピグメント
コンクリートコンクリート
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリルマッドアクリルマッド
乾燥した土乾燥した土
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリルマッドアクリルマッド
乾燥した土乾燥した土
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ファレホピグメントファレホピグメント
ライトスレートグレイライトスレートグレイ
●ファレホ●ファレホ

ファレホピグメントファレホピグメント
グリーンアースグリーンアース
●ファレホ●ファレホ

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイト＋マッドブラウンマッドホワイト＋マッドブラウン
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイト＋マッドブラウン マッドホワイト＋マッドブラウン 
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
ホワイトダスト＋マルチグレーホワイトダスト＋マルチグレー
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
サンディウォッシュ＋グラウンドブラウンサンディウォッシュ＋グラウンドブラウン
●GSIクレオス●GSIクレオス

アクリル塗料ミニ／エナメル塗料アクリル塗料ミニ／エナメル塗料
XF-20 ミディアムグレイXF-20 ミディアムグレイ
●タミヤ●タミヤ

アクリル塗料ミニ／エナメル塗料アクリル塗料ミニ／エナメル塗料
XF-57 バフXF-57 バフ
●タミヤ●タミヤ

ピグメントピグメント
ネゲウサンドネゲウサンド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス
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ノルマンディーの土壌は写真のように少し赤みがあり明る
く見える。この土が埃となって車両に付くと車体色が元と
は違って見えたかもしれない。

アラス
Arras

サン・ロー
Saint Lo
カーン

Caen
アルジャンタン

Argentan
ファレーズ

Falaise

ノルマンディーの色よりも黄色みが強く、ミ
ルクティーのような色合いとなる。WPのマッ
ドイエローとマッドレッドを組み合わせたり、
赤みの強いアモのピグメント瓦礫に黄色系の
ものを加えるとよい。

情景の舞台にもなりやすいノルマンディー。
赤みのあるアース系の塗料は各社ライン
ナップされているが、それにホワイトを混色
するとさらに近い色となる。もちろん灰色系
に赤みを足し混色するのも可能だ。

アクリルマッドアクリルマッド
明るい色の地面＋ベトナムグラウンド明るい色の地面＋ベトナムグラウンド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリル塗料ミニアクリル塗料ミニ
XF-59 デザートイエローXF-59 デザートイエロー
●タミヤ●タミヤ

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
クルスクの土壌クルスクの土壌
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
サンディウォッシュ＋ラストオレンジサンディウォッシュ＋ラストオレンジ
●GSIクレオス●GSIクレオス

ピグメントピグメント
瓦礫瓦礫
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ノルマンディー ●強い海風で運ばれてくる砂をせき止め、表土が剥がされるのを防ぐためにボカージュ
と呼ばれる濃密な生け垣が張りめぐらされたノルマンディー海岸。海に近ければ砂が
ちとなるし、内陸に入れば豊かな牧草地帯となる。上陸作戦がテーマなら、戦局の前半
と後半で地面の様子はだいぶ違ってくる。現在は灌漑が進んだが、湿地も多かった。

Photo by: kruwt

ソンムの戦い ●第一次世界大戦で初めて戦車が実戦投入されたこの地は、
ノルマンディーの北西部に位置する。土は下のサンプルの
ようにノルマンディーより黄色みが強い印象。もちろん水
を含むと暗く濁るが泥水はベージュ色になる。

スプラッシュスプラッシュ
ルーズグラウンドルーズグラウンド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
ライトダストライトダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ピグメントピグメント
ヨーロッパダストヨーロッパダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリルマッドアクリルマッド
明るい色の地面明るい色の地面
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ファレホピグメントファレホピグメント
ヨーロピアンアースヨーロピアンアース
●ファレホ●ファレホ

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
 マッドホワイト＋マッドレッド マッドホワイト＋マッドレッド
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
ライトグレイッシュライトグレイッシュ
●GSIクレオス●GSIクレオス

アクリル塗料ミニ／エナメル塗料アクリル塗料ミニ／エナメル塗料
XF-52 フラットアース＋XF-52 フラットアース＋
XF-2 フラットホワイトXF-2 フラットホワイト
●タミヤ●タミヤ

ノルマンディ戦のM4A1（76mm）を
再現したミグ・ヒメネス氏の作品。迷
彩と埃汚れのコントラストが美しい。

フランスの都市カーンの南方1944年の夏に撮影された写フランスの都市カーンの南方1944年の夏に撮影された写
真。車両の履帯などで掘り起こされた土壌の色味がわか真。車両の履帯などで掘り起こされた土壌の色味がわか
る。とくに掘り起こされたばかりの湿った土の色と車両る。とくに掘り起こされたばかりの湿った土の色と車両
が巻き上げる乾燥したホコリの色味の違いに注目したい。が巻き上げる乾燥したホコリの色味の違いに注目したい。
 Source: archivesnormandie39-45 Source: archivesnormandie39-45

 1944年6月、カーン近くのヴォセル南で撮影された写真。 1944年6月、カーン近くのヴォセル南で撮影された写真。
カナダ軍のシャーマンとその乗組員。乾いた地面の色味カナダ軍のシャーマンとその乗組員。乾いた地面の色味
がそのまま戦車と装備品にも反映されている。意外と車体がそのまま戦車と装備品にも反映されている。意外と車体
の最前面のデフカバー部分は汚れが付着していない。の最前面のデフカバー部分は汚れが付着していない。
Source: archivesnormandie39-45Source: archivesnormandie39-45

ファレホピグメントファレホピグメント
ニューラスト＋デザートダストニューラスト＋デザートダスト
●ファレホ●ファレホ

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイト＋マッドレッドマッドホワイト＋マッドレッド
●GSIクレオス●GSIクレオス

スプラッシュスプラッシュ
ルーズグラウンドルーズグラウンド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス
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写真はドイツ南部の風景。
ベルリンの土壌も同様にこ
のような黄色みの強い砂色。

ゼーロウ
Seelow

ベルリン
Berlin

ベルリンの戦いの前哨戦である、ゼーロウ高
地の戦いの舞台。ベルリンに比べ、黄色みは
やや控えめだ。WCのホワイトダストやアモの
ドライアース、ピグメントではサンドなどが近
いだろう。

濁りの少ない黄色みのあるサンド色は、WC
のサンディウォッシュや、地域は違うがアモ
の北アフリカのダストがマッチする。灰色系
のピグメントをベースに使用する際は、彩度
のある色を混色し、濁りを控えめにする。

アクリルマッドアクリルマッド
乾燥した土乾燥した土
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリル塗料ミニアクリル塗料ミニ
XF-78 木甲板色＋XF-2 フラットホワイトXF-78 木甲板色＋XF-2 フラットホワイト
●タミヤ●タミヤ

スプラッシュスプラッシュ
ドライ ステップドライ ステップ
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

スプラッシュスプラッシュ
ドライアースドライアース
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
北アフリカのダスト北アフリカのダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
北アフリカのダスト北アフリカのダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ピグメントピグメント
北アフリカダスト北アフリカダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリルマッドアクリルマッド
乾燥地帯の地面乾燥地帯の地面
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ファレホピグメントファレホピグメント
ライトイエローオーカーライトイエローオーカー
●ファレホ●ファレホ

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドレッド＋マッドホワイトマッドレッド＋マッドホワイト
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイトマッドホワイト
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
サンディウォッシュサンディウォッシュ
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
ホワイトダストホワイトダスト
●GSIクレオス●GSIクレオス

アクリル塗料ミニアクリル塗料ミニ
XF-78 木甲板色XF-78 木甲板色
●タミヤ●タミヤ

ピグメントピグメント
サンドサンド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ファレホピグメントファレホピグメント
デザートダストデザートダスト
●ファレホ●ファレホ

ベルリンの戦い ●ライヒスタークやベルリン市街を焦点とするなら土壌は脇役だ。しかし少し郊外に
出るだけで、緑豊かな平原地帯が顔を覗かせはじめるのが北ドイツだ。凄惨な市街戦も
季節は新緑のころとなる。ドイツの住民は町の景観維持を重視して、集落や街区単位で
植え込みや花壇の体裁を揃え、あるいは同じ草花を植えて統一感を演出する傾向がある。

Photo by: gkuna

こちらもベルリン戦での“もしも”
を再現したミグ・ヒメネス氏作の
ティーガーⅡ。オーデル川河畔や
ゼーロウ、ベルリン、南ドイツなど
大戦末期の車両を作る場合に合
わせやすい色と言える。

ベルリン特別区内にあるミュゲルハ
イム地域。整地されているがベルリ
ン地域の土の色味がわかりやすい。
Photo by Lucas Werkmeister
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Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
ホワイトダスト＋グレーズレッドホワイトダスト＋グレーズレッド
●GSIクレオス●GSIクレオス

その他の戦域とドイツ本土侵攻
●バルジの戦いの後、連合軍はドイツ本土へ侵攻。その主要な街の土壌を
見ると、下のカラーサンプルのような赤みのある明るいグレーをしてい
る。レマーゲンやルールポケットを題材にした作品を作るなら、この色を
使えば間違いないだろう。ただこの手の色はオリーブドラブやグリーンの
車体色にのせると色映えが悪い。若干明るく補正するとよい。

●ミュンヘンは黄色みの強い土と明るい灰色の土が見られる。プラハは少
し赤みのある灰色の土、ウイーンは黄色みのある灰色をしている。ミュン
ヘンとウイーンの間は降伏後もドイツ軍の残存部隊が抵抗を続けている。
この辺りの土の色はさまざまで、終戦間際のドイツ国内の作品を作るな
ら、あまり色に気を配らなくてもよさそうだ。　　

リップシュタット
Lippstadt

ニュルンベルク
Nuremberg
レマーゲン

Remagen

アーヘン
Aachen

ウイーン
Vienna

プラハ
Prague

赤みのある明るい灰色が特徴の土壌。アモ
のライトダストのような色合いに、少量白系
を加えて再現するか、明るめの灰色系に、彩
度を加えて調整するとよい。あまり黄色みを
加えないのがポイントだ。

米軍とドイツ軍によるアーヘンの戦いの舞
台。ベルギーよりも赤みが強く、WCのライト
グレイッシュやファレホのライトシェンナが
近い。このあと西部戦線はバルジの戦いへ
と向かっていく。

プラハより南部に位置するウィーンは、赤み
が少ない灰色系の色。タミヤのデッキタンや、
アモのドライ ライト ソイル、コンクリートの
ピグメントなどをベースに混色して再現する
のが近道だ。

大戦末期のソビエト赤軍によるドイツ攻勢、
プラハの戦いの舞台は赤みのある灰色系。
タミヤのフラットアースやファレホのヨーロ
ピアンアースに、ホワイト系を少し加えてこ
れを再現する。

アクリルマッドアクリルマッド
明るい色の地面明るい色の地面
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリルマッドアクリルマッド
明るい色の地面明るい色の地面
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリルマッドアクリルマッド
明るい色の地面明るい色の地面
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリルマッドアクリルマッド
乾燥した土乾燥した土
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリルマッドアクリルマッド
明るい色の地面明るい色の地面
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイト＋マッドイエローマッドホワイト＋マッドイエロー
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイト＋マッドレッドマッドホワイト＋マッドレッド
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイト＋マッドレッドマッドホワイト＋マッドレッド
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイトマッドホワイト
●GSIクレオス●GSIクレオス

ヘビーマッドヘビーマッド
シック ソイルシック ソイル
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ヘビーマッドヘビーマッド
モイスト グランドモイスト グランド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ヘビーマッドヘビーマッド
モイスト グランドモイスト グランド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ヘビーマッドヘビーマッド
モイスト グランドモイスト グランド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ヘビーマッドヘビーマッド
モイスト グランドモイスト グランド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ヘビーマッドヘビーマッド
ドライ ライト ソイルドライ ライト ソイル
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
ライトグレイッシュライトグレイッシュ
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
ライトグレイッシュライトグレイッシュ
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
ホワイトダスト＋マルチグレーホワイトダスト＋マルチグレー
●GSIクレオス●GSIクレオス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
ライトダストライトダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
アースアース
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
アースアース
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
ライトダストライトダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
アースアース
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリル塗料ミニ／エナメル塗料アクリル塗料ミニ／エナメル塗料
XF-52 フラットアース＋XF-52 フラットアース＋
XF-2 フラットホワイトXF-2 フラットホワイト
●タミヤ●タミヤ

アクリル塗料ミニ／エナメル塗料アクリル塗料ミニ／エナメル塗料
XF-52 フラットアース＋XF-52 フラットアース＋
XF-2 フラットホワイトXF-2 フラットホワイト
●タミヤ●タミヤ

アクリル塗料ミニ／エナメル塗料アクリル塗料ミニ／エナメル塗料
XF-52 フラットアース＋XF-52 フラットアース＋
XF-2 フラットホワイトXF-2 フラットホワイト
●タミヤ●タミヤ

アクリル塗料ミニ／エナメル塗料アクリル塗料ミニ／エナメル塗料
XF-52 フラットアース＋XF-52 フラットアース＋
XF-2 フラットホワイトXF-2 フラットホワイト
●タミヤ●タミヤ

アクリル塗料ミニ／エナメル塗料アクリル塗料ミニ／エナメル塗料
XF-55 デッキタンXF-55 デッキタン
●タミヤ●タミヤ

ピグメントピグメント
ネゲヴサンドネゲヴサンド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ピグメントピグメント
ネゲヴサンドネゲヴサンド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ピグメントピグメント
瓦礫瓦礫
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ピグメントピグメント
コンクリートコンクリート
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ファレホピグメントファレホピグメント
ライトシェンナ＋チタニウムホワイトライトシェンナ＋チタニウムホワイト
●ファレホ●ファレホ

ファレホピグメントファレホピグメント
ライトシェンナライトシェンナ
●ファレホ●ファレホ

ファレホピグメントファレホピグメント
グリーンアースグリーンアース
●ファレホ●ファレホ

ファレホピグメントファレホピグメント
ヨーロピアンアースヨーロピアンアース
●ファレホ●ファレホ

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイト＋マッドレッドマッドホワイト＋マッドレッド
●GSIクレオス●GSIクレオス

ヘビーマッドヘビーマッド
モイスト グランドモイスト グランド
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリル塗料ミニ／エナメル塗料アクリル塗料ミニ／エナメル塗料
XF-52 フラットアース＋XF-52 フラットアース＋
XF-2 フラットホワイトXF-2 フラットホワイト
●タミヤ●タミヤ

ピグメントピグメント
滑走路ダスト滑走路ダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ファレホピグメントファレホピグメント
ヨーロピアンアースヨーロピアンアース
●ファレホ●ファレホ
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ミュンヘン1
Munich 1

ミュンヘン2
Munich 2

ミュンヘンはさまざまな色の土が存在するの
で代表的なものを紹介。この灰色の強い土
色はタミヤのミディアムグレイやファレホの
グリーンアースが当てはまる。あまり彩度を
上げないようにしよう。

打って変わって明るい黄色みの強い土色も
存在している。WPのマッドホワイトに多めの
マッドイエローを加えると近い色合いに。ア
モの中東ダストや、ファレホのライトイエロー
オーカーもこれにかなり近い色だ。

アクリルマッドアクリルマッド
乾燥した土乾燥した土
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリルマッドアクリルマッド
乾燥地帯の地面乾燥地帯の地面
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイト＋マッドブラウンマッドホワイト＋マッドブラウン
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングペーストMr.ウェザリングペースト
マッドホワイト＋マッドイエローマッドホワイト＋マッドイエロー
●GSIクレオス●GSIクレオス

ヘビーマッドヘビーマッド
ドライ ライト ソイルドライ ライト ソイル
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

スプラッシュスプラッシュ
ドライ ステップドライ ステップ
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
ホワイトダスト＋マルチグレーホワイトダスト＋マルチグレー
●GSIクレオス●GSIクレオス

Mr.ウェザリングカラー Mr.ウェザリングカラー 
サンディウォッシュ サンディウォッシュ 
●GSIクレオス●GSIクレオス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
ライトダストライトダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ネイチャーエフェクトネイチャーエフェクト
北アフリカのダスト北アフリカのダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

アクリル塗料ミニ／エナメル塗料アクリル塗料ミニ／エナメル塗料
XF-20 ミディアムグレイXF-20 ミディアムグレイ
●タミヤ●タミヤ

アクリル塗料ミニアクリル塗料ミニ
XF-78　木甲板色XF-78　木甲板色
●タミヤ●タミヤ

ピグメントピグメント
コンクリートコンクリート
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ピグメントピグメント
中東ダスト中東ダスト
●アモ・バイ・ミグヒメネス●アモ・バイ・ミグヒメネス

ファレホピグメントファレホピグメント
グリーンアースグリーンアース
●ファレホ●ファレホ

ファレホピグメントファレホピグメント
ライトイエローオーカーライトイエローオーカー
●ファレホ●ファレホ

ケルンでの戦闘に参加しケルンでの戦闘に参加し
たM26パーシングはクレたM26パーシングはクレ
アンクライ・パオジンダ氏アンクライ・パオジンダ氏
の作品。現地の淡い埃の作品。現地の淡い埃
色を忠実に再現。色を忠実に再現。

2019年3月撮影。ミュンヘン旧市街南西にあるテレージエ
ンヴィーゼ公園。整地された広場では撒かれた砂利の下に
元々の赤みを少し帯びた土壌が見えているようだ。
Photo by RudolfSimon

ミュンヘン空港の南に新しく建設されている排水
路にかかる橋。工事のために掘り起こされた地面
が乾燥した状態。空港などがあるような都市郊外
の土壌は黄色みを帯びている。
Photo by Vuxi
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