『ガール ズ＆パンツァー』に 登 場 する車 輌 を現 在 のＡＦＶモデ ル 環 境 でよりよく再 現 する
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模型技法、 戦 車用語大全集

2

1

戦車長が周囲をよく見渡せるように、いくつ
かの視察装置を備えた筒状の部分を、ちいさ
な丸屋根や溶鉱炉の煙突に見立ててキュー
ポラと呼んでいる。日本人なら司令塔と呼び
たいところだが、車長用展望塔という用語も
ある。

戦車も自動車の一種なので、追突を防いだり
車間距離を判断する目安としての灯火を装備
していた。ほとんどのドイツ戦車は車間距離
表示灯とブレーキランプを一体化したもの🅐
を車体左側に付けていたが、これは純然たる
尾灯である。

5 転輪

7

7 起動輪

10 フェンダー
いわゆる泥よけ。履帯はベルトコ
ンベアと同じで、巻き上げた土砂
を乗せたまま前まで運ぶのでタ
チが悪い。これがないと、ハッチ
から顔を出した操縦手にびしびし
小石が飛んできたりするそうだ。

11 マフラー
戦車のエンジンは乗用車の数倍
から10倍くらい排気量が大きい
ので、排気の騒音をちいさくする
消音機も大型だ。また、これが
ないと排気炎が直接出てしまい、
夜間に目立って困るなんてことも
あったようだ。

戦車にたくさん付いている車輪の
なかで、これだけがエンジンの力
で回り、履帯を巻き取って進む。
ほとんどの車輌では前側にあって、
歯が付いているので見分けがつく。
英語だとスプロケットホイール。

テールランプ（尾灯）

2 主砲

英語だとロードホイール。車体の重量を支え
てはいるが、エンジンの力で回るわけではな
く、履帯の上を転がっているだけだ。一般に、
直径が大きいほうが高速を出すのに有利だと
言われてるみたいだ。

その戦車がメインとして備える火砲という意
味でこの語を使う。多くの戦車は砲が1門な
ので主武装という言い方もあって、その場合
の副武装は機関銃ということになる。副砲を
備える戦車もある。

ぼうじゅん

6 防 盾

3 シュルツェン（間隔防弾板）

砲身を砲塔から突き出すための開口部の隙間
をカバーし、砲塔に敵弾が飛び込まないよう
にするための装甲のこと。一般に戦車のなか
でいちばん厚い装甲が施されています。

ドイツ語直訳で「前掛け」
。ソ連軍の対戦車ラ
イフル対策として取り付けられるようになるが、
のちにはバズーカ砲に代表される成形炸薬弾
対策としても有用だと判明したようだ。

8 上部転輪
前に戻る履帯を支える役目なので、
上部支持輪とも呼ばれる。これが
ないと履帯が暴れてフェンダーを
壊したりするので、じつはわりと
重要。英語だとリターンローラー。

3
10

りたい

9 履帯
英語ではトラック（貨物自動車じゃ
なくて競争路と同じ綴り）
。クロー
ラとか無限軌道という言い方もあり、
それぞれの一枚は履板（りばん）
と呼ぶ。ちなみに『キャタピラー』
は商標（企業名）である。

■エッチングパーツ

プラスチックでは再現がむずかしいパーツ
を再現するために、薄い金属（おもに真ち
ゅう製のものが多い）の板を加工したパー
ツ。メッシュ部分の再現などに使用される
ことが多い。
ひきもの

■挽物砲身（金属砲身）

金属の棒をろくろや旋盤で回しながら削り
出すことで真円に近い形状を再現した砲身
のパーツ。プラスチック製だとヤスリをか
ける過程で真円を維持するのはむずかしい
が、挽物の砲身なら付けるだけで加工する
手間が省けたり、作品の精度も上げること
ができる。

■OVM（on-Vehicle Material）

車外装備品のことで、スコップ、ツルハシ、
ジャッキ、斧などが含まれる。

■ロコ組み

戦車を組み立てる際、履帯と転輪、起動輪
や誘導輪だけを接着し、転輪と車体は接着
せずに足回りをひとつのブロックにしてし
まう方法。ロコというメーカーの戦車模型
がこの構造であったことが由来。

■スジボリ（筋彫り）

キットの表面の溝を彫り直したり、新たに
溝を彫ったりする工作。ディテールアップ
だけでなく、塗装で溝が埋まってしまうの
を予防する効果もある。

■セミスクラッチビルド（フルスク
ラッチビルド）
パテ類やプラスチック材、流用パーツなど
を使用し、ないものをイチから作り上げる
こと。

8
A

11

13

いきなり「フェンダーを薄く加工して……」
「チッピングを描き込む」なんていわれても何のことやらわからない!
そりゃそうです。そこでまずは戦車の各部名称や模型の技法名を知っておきましょう！

4 キューポラ

12

■シェーディング（シェード吹き）

暗い色をうすく重ねるように塗装し陰を強
調する塗装法。間延びしがちな平面に変化
を与えることができ立体感を強調できる。

■チッピング

実車と同じように塗膜の剥がれを模型で再
現する技法。塗料と筆を使って直接作品に
描き込む方法や実際に塗膜を剥がす方法が
主流である。

■アルコール落とし

アクリル系塗料の上から燃料用アルコール
を洗うように塗りつけ、戦車に流れたり溜
まったりした土埃を再現する技法。

■シルバリング

デカールを貼った後、デカール部分が白く
なってしまうこと。

■ドライブラシ

コシの強い平筆などに濃いめの塗料を取り、
さらにそれを拭き取って、少しだけ残った
塗料を出っ張っているところへ擦り付ける
ようにのせてゆく技法。エッジなど飛び出
ている箇所を強調したり、塗膜の剥がれや
サビを演出したりするときにも使う。

■スミ入れ

パーツ表面の溝や奥まったところに塗料を
流し込み、モールドや筋彫りを際立たせ、
より立体感を出す方法。またはピンウォッ
シュともいう。

■ウォッシング

うすめた塗料でパーツ表面を洗うように塗
装するのでウォッシング。スミ入れの効果
を狙ったり、色のトーンを落ち着かせたり
するために行なう。
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M24 チャーフィー軽戦車、T28 重戦車、
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本書は『月刊アーマーモデリング』と『月刊モデルグラフィックス』に掲載された記事を再編集
して構成されたものです。また、
『ガルパン』の劇中で登場する多くの車輌は実物同様にリアルな
挙動を再現するべく、
3DCGモデル（３次元、つまり縦、横、奥行きのあるコンピューターグラフ
ィック（パソコンで作る絵）で構成された画面上の模型のこと。画面の中で回転させ、さまざま
な方向から見ることができる。
）で描かれています。この3DCGモデルを画像として見られるよう
にレンダリングしたものを本書では３DCGと表記しています。本書では『月刊アーマーモデリン
グ 』誌を以下AM 、
『月刊モデルグラフィックス』誌を以下MGと表記します。また、各種モデル
カステン商品のお問い合わせ先はhttp://www.modelkasten.com/まで。

003

1

GIRLS und PANZER

9

5

12 誘導輪
地面を車体の後ろ側まで進んだ履帯を、反
転させて前のほうへ導く役目の車輪。これも
空回りするだけなので、英語でもアイドラー
ホイール。履帯の弛み具合を調節する役目も
担っている。

13 サスペンションボギー
サスペンションは車輪を支えつつ地面からの
衝撃をバネやダンパーで和らげたりする装置
（むずかしく書くと懸架装置）全般のことを
指すが、車輪を支えるアームを取りつける台
車の部分をボギーと呼んでいる。

14 ゲペックカステン（雑具箱）
ドイツ語直訳で荷物箱や収納ケース。なぜか
ドイツ戦車に付いている箱はなんでもゲペッ
クカステンと呼ばれている。

14

■VVSS 、HVSS

垂直渦巻きスプリング式サスペンションの
こと。
M4シャーマンなど連合軍系の車輌で
おもに使用される。
HVSSは水平渦巻きスプ
リング式サスペンションのこと。
『ガルパン』
ではT28のサスペンションがそれにあたる。

■ペリスコープ

車内から外の様子を窺うための潜望鏡のこ
と。キューポラや車輌によってはハッチに
設置されていることが多い。

■エンドコネクタ

履帯のひとコマひとコマを接続するパーツの
こと。

■2コ１（ニコイチ）

さまざまな意味があるが、本書ではふたつ
のキットを使ってひとつの作品を作ること。
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CHAPTER.01

茨城県大洗町にある県立高校で、大洗港を母港としている。
何年も前に戦車道は廃止してしまっていたが、学園艦の維持費の高さから廃校の危機に陥り、
一発逆転を狙って戦車道を復活させた（好成績を残し、実績のある高校とするため）。
寄せ集めの車輌、メンバーも未経験者ばかりだったが、戦車道名門の西住家の娘、
みほを中心に奇跡的な戦いを繰り広げ公式戦では連戦連勝、第63回戦車道全国高校生大会で優勝した
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大洗女子学園

あんこうチーム

Ⅳ号戦車 D 型（発見時〜親善試合時）
File.01

Panzerkampfwagen IV Ausf.D(Sd.Kfz.161)

TEAM

AN

製作・文／内藤あんも
ドイツ･Ⅳ号戦車 D型
タミヤ 1/35
インジェクションプラスチックキット
税別2500円
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1

つの工作
35

2
1

砲身の差し替え
タミヤ製のⅢ号戦車Ｎ型を作るとプラスチ
ック製砲身とスリーブが必ず余るため、そ
れを流用したほうが劇中仕様に近づく。ま
た、固定用ボルトも流用した。

3

起動輪の加工

車体をニコイチに

3

2

タミヤ製のⅣ号戦車H型の車体下部
と同社Ⅳ号戦車D型の上部を合体さ
せるため、フェンダーを切り飛ばす。
車体前部上面の幅を削り合わせ、エ
ンジン後方を切り詰めて長さを調整、
固定したらフェンダーを再接着。

履帯はタミヤ製のⅣ号戦車Ｈ型からⅢ/Ⅳ号
戦車用履帯中期型を使うため、D型の起動輪
の歯の厚みを削って加工する。キツいままだ
と履帯が歪んでしまうので要注意。

4

4

←

←

5

砲塔の小ディテール追加
キューポラや後面張り出し部のディテール
が足りないので追加。とくに尖頭リベット
（⬆）は目立つため、キットに付属する増加
装甲パーツから削ぎ取って使おう。

5

6

6

OVM などの差し替えと追加
OVMや予備履帯は総取り換え。別売りの
「Ⅳ号戦車 車外装備品セット」を使うと
よい。車体側面のクラッペやアンテナケ
ースはⅣ号戦車Ｈ型から流用。予備履板
は3DCG通りの枚数だと配置するスペー
スに収まらないため、一枚間引いた。

ＴＶ放映当時に模型店の棚から 売り切れたタミヤ製のⅣ号戦車Ｄ型ですが、じつは 年以上の歴史を持つ古参キット。そのまま 作るもよし、ベースにするもよしの名作、今回は同社の
ドイツ Ⅳ号戦車 Ｈ型（初期型）のパーツを多数流用してガッツリ手を入れてみました！
／

6

Ⅳ号戦車 D 型を劇中仕様にするためにやっておきたい

車体後部の形状変更
D型のキットのほうがH型よりも全長が長いた
め、後ろで辻褄を合わせる。スモークディス
チャージャーはキットのままでもよいがタミヤ
製のⅡ号戦車A～C型（フランス戦線）から流用。

40

1
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Panzerkampfwagen IV Ausf.D (Sd.Kfz.161)

タミヤ製キットオンリーで『ガルパン』モデリングを楽しむ
今回はテーマとして「タミヤ縛り」を設けたため、OVMなど細部パーツも含めて極力タミヤ製で揃えてみた
（真ちゅう線などは除く）。車体下面と上面を合体させたが、印象の異なる転輪と履帯を交換するだけでも
劇中仕様に近くなる。流用キットとしてタミヤⅣ号戦車Ｈ初期型がぴったりなのだ。

じつは塗装もタミヤ縛りであり、タミ
ヤラッカー（タミヤから発売中のラッ
カー系塗料のこと）のジャーマングレ
イを使用している。ハイライトにはジ
ャーマングレイにホワイトを2段階混ぜ、
大げさにならない程度のメリハリをつ
けている。ウォッシングや足周りのウ
ェザリングにもタミヤエナメル（タミ
ヤから発売中のエナメル系塗料のこと）
とスミ入れ用塗料を使用している。

IV号戦車 D型とIV号戦車 H
型（初期型）とのいいとこ
どりをして製作。とくに転
輪はハブキャップのディテ
ールがＤ型仕様ではないた
め、H型（初期型）の転輪
を流用するのがよい。シャ
ーシはそのままで転輪だけ
交換してもよいだろう。
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発見時から聖グロリアーナ女学院との親善試合までの特徴
でもある「六」の字はモデルカステン製デカールを使って
再現。かすれた感じを出すために本体色をチッピングと同
じ要領で施した。エナメル系塗料で描いて拭き取ってもよ
い感じになるだろう。それぞれサイズの違う大洗校章もモ
デルカステン製『ガルパン』デカールを使用して再現。

大洗女子学園の
校章デカールなら
コレにおまかせ！

MGデカールガールズ&パンツァー
大洗女子学園
2枚組デカール（税別3500円）
㉄モデルカステン

Panzerkampfwagen IV Ausf.D (Sd.Kfz.161)

いまこそタミヤで作りたい！
今作はタミヤのドイツ･IV号戦車 D型と同
社のドイツ Ⅳ号戦車 Ｈ型（初期型）を2コ1す
るという大工事にチャレンジ。車幅よりも全
長の辻褄合わせに若干苦労しましたが、やっ
てみたら意外となんとかなるもんでした。と
くに『ガルパン』仕様のⅣ号戦車 D型の場合は
フェンダー上の滑り止めがないため、加工す
るときに気を使わなくていいしOVM類の取り
付け穴も埋めやすい。 車体を作ってしまえ
ばあとはこまかいパーツをⅣ号戦車 Ｈ型（初期
型）からどんどん流用します。S字シャックルや
初期型ジャッキ、初期型クランクなども必要な
ため、別売りのⅣ号戦車 車外装備品セットは
必須です。履帯は本来ならセンターガイドに穴

が開いているタイプですが、予備履帯も含めタ
ミヤ製で揃えてみました（コダワリ）
。砲塔天
板のマイナスネジモールドは当初ナシでいこう
と思っていたんですが、基本塗装が終わってか
らやっぱりもの足りなく感じ、慌てて追加。塗
装は前述したとおりタミヤラッカーです。今作
で初めて全面塗装に導入したのですが、同社の
エナメル系やアクリル系塗料とほぼ同じ色調で、
馴染みあるタミヤのジャーマングレイの色調が
再現されているのは凄く嬉しいですね。最近で
は今作のような大がかりな工作をする機会も
ずいぶん減っちゃいましたが、ときどきトライ
すると改めていろいろ勉強になるもです。楽し
かった！（AM '18年11月号掲載） 
■
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あんこうチーム

Ⅳ号戦車 H 型
File.02

Panzerkampfwagen IV Ausf.H (Ausf.D mit KwK40(L/48)) (Sd.Kfz.161/2)

TEAM

AN

KOU

製作・文／内藤あんも
ドイツ Ⅳ号戦車 H型（初期型）
タミヤ 1/35
インジェクションプラスチックキット
税別3900円
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1

つの工作

1

←
←

←

不要モールドの切除
砲塔天面のキューポラ基部をカバーする防
弾板と三か所あるピルツェン(簡易クレー
ン取付基部)のディテールを削り取る。

3
2

2

起動輪を後期型に変更

牽引具の固定具を変更

起動輪はキットに付属しているモノをそ
のまま使用すれば問題ない。履帯はハの
字の滑り止めが付いた後期型履帯にし
たいので、タミヤの1/35「ドイツ IV号戦
車 J型」から流用した。

車体正面の牽引具は後期になると持ち
手が板状になるが、
『ガルパン』版の場合
はＧ型初期まで使われていたＬ字型の丸
棒になっている。シンプルな形状なので
プラ棒を熱で曲げて再現してみた。

3

4

リアパネルの牽引具改修
キットの組み立て指示では牽引用ピントル
（G1）は取り付けるのだが、劇中仕様では
牽引用ピントルはないので取り付けない。
基部パーツ（G3）だけ接着する。

5

6

5

6

4

シュルツェン架フックの追加
劇中ではシュルツェン架は、Ⅳ号戦車G型で使わ
れていたコの字型フックに引っ掛けるタイプとＨ
型以降のタイプが混ざった仕様となっている。キ
ットのシュルツェンパーツにはこのフックが再現
されていないので、シュルツェン外側にプラ板を
貼り付け引っ掛けるフックを再現した。

ハブキャップは後期型に
劇中仕様では転輪は後期型ハブキャップを取
り付けているため、Ｊ型から流用する。

『ガルパン』の顔とも言えるⅣ号戦車Ｈ型。ＴＶ版では少しずつバージョンアップしてゆく本車輌ですが、今回はＴＶ版決勝戦〜『劇場版』仕様をサクサクと手軽に製作してみました。大々
的に手を加えなくとも「らしさ」を出すことができるでしょうか？
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Ⅳ号戦車 H 型を
TV 版決勝戦〜『劇場版』仕様にするためにやっておきたい
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タミヤの1/35 ドイツ Ⅳ号
戦車 H型（初期型）とTV
版決勝戦〜『劇場版』仕様
の大きな相違点は❶砲塔上
面の防弾板とピルツェンが
ついていない。 ❷砲塔シ
ュルツェン架の補強板がＧ
～Ｈ型 初期型仕様になっ
ている。 ❸キューポラの
装甲が強化前の型（に見え
る）
。 ❹車体前部上面の予
備履帯はつけない。 ❺車
体前部牽引具の固定具がＧ
型までの丸棒のものになっ
ている。 ❻車体後部の牽
引用ピントルは取り付けな
い。❼リアパネル下部の小
ハッチの形状が違う。 ❽
車体シュルツェンが初期型
と後期型の両方の形式の特
徴がある。❾起動輪と転輪
ハブキャップは後期型仕
様。 ❿履帯はハの字の滑
り止めが付いた後期型+セ
ンターガイドに穴が空いて
いる……大きくはこんなと
ころだろうか。今回はテー
マに合わせてぱっと見分か
りやすいところに絞り❶、
❹、❺、❻、❽、❾を再現。
履帯はセンターガイドの穴
が開いていない通常仕様の
後期型のものを使った。

タミヤの1/35 ドイツ Ⅳ号
戦車 J型があればTV版決勝
戦〜『劇場版』仕様を製作
する際に多数パーツを流用
できる。製作する際は本キ
ットを持っておくのがベス
ト。もちろんほかのメーカ
ーのパーツを流用しても問
題はない。
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『ガルパン』模型もしない勇気で完成 !?
今作は「サクサクと『ガルパン』戦車作ろう
麗にパーティングラインを消すのみに留めまし
ぜ」＆「タミヤ1/35 ミリタリーミニチュアシ
た。パーツ数もあるため同じ厚みに削り揃え
リーズ50周年後夜祭」ということでタミヤの
るのって意外とむずかしいのですよねえ……！
塗装はGSIクレオスのMr.カラー
「大洗ブラウ
ドイツ Ⅳ号戦車 H型（初期型）を使ってTV版
決勝戦〜
『劇場版』仕様のあんこうチームのⅣ
ン」を使用すれば簡単にそれっぽく塗装ができ
ますが、せっかくなのでここもタミヤ製品縛り
号戦車Ｈ型を作ってみました。
に。タミヤラッカーの「茶色（陸上自衛隊）
」を
さて今回は前述通り普段とは違い、サクサ
ク作ってみようというのがテーマ。タミヤ製の
ベースに「レッドブラウン２」で赤味を入れて
調色。サクサク仕上げということであえてのベ
1/35 Ⅳ号戦車はいまさら語ることもないぐら
いの名作であり、本当にすぐに形になります。
タ塗り！ 面構成も複雑な車輌なので自然にで
パーツ数もそうですが大事なのは「ガッチリ組
きる影でメリハリがつきますね。起動輪や誘導
めること」
。とくにシュルツェン架は強度＆位
輪、転輪はグレーなので注意であります。校章
置決めがしっかりしており、砲塔はシュルツェ
とあんこうチームのマークはモデルカステンの
ンごとガッチリ握って回転させても壊れません。 「MGデカール ガールズ＆パンツァー大洗女子
シュルツェン架自体は強度を出すために分厚く、 学園 2枚組デカール」からそれぞれ使用して再
現。足周りのみダークアースで汚して完成です。
本音を言えば薄く削り込むか金属パーツに置
き換えるとリアルにはなります。しかしそれを
（AM '19年1月号掲載）

■
やっていると今回の趣旨からは外れるので綺
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カメさんチーム

38(t) 改（ヘッツァー仕様）
File.03

Jagdpanzer Hetzer(38(t) bis)

製作・文／内藤あんも
プラッツ/サイバーホビー
ガールズ＆パンツァー 1/35 38(t)
戦車改 ヘッツァー-カメさんチームver.
プラッツ 1/35
インジェクションプラスチックキット
税別4800円
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