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編
『ガンダムビルドシリーズ』
模型専門雑誌『月刊モデルグラフィックス』では創刊当初よ
り数々のガンプラ作例が掲載されてきましたが、『ガンダム
アーカイヴス』では膨大な作例群からテーマを絞って作例を
ピックアップ。本巻では『ガンダムビルドファイターズ』を
はじめとするガンダムビルドシリーズを題材とした作例を集
めています。なお、本書内での考証は模型を楽しむための独
自のもので、公式設定を下敷きにしていますがサンライズ公
式設定ではないことをお断りいたします。
＊本書では基本的に雑誌掲載当時の記事表記に準じるようにしています。

関する表記は掲載当時のものに準じているため、現在は販売が停止されて

そのため、「本誌」＝『月刊モデルグラフィックス』、
「MG」＝マスター
グレード、「PG」＝パーフェクトグレード、
「センチネル」＝ガンダムセ

いたり名称が変更になっていたり価格が改訂されていたりする場合があり
ますことをご了承ください（
「バンダイ ホビー事業部」は'18年4月より

ンチネルの略となっています。また、記事中にあるマテリアルやキットに

「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」へと改編されています）

ⓒ創通・サンライズ
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燃え上がれ、
ガンプラ！
2014年1月号
掲載

ガンプラを題材とすることで、作品の垣根を乗り越えて古今東西のMSが登場するといういわば
反則的な世界観の『ガンダムビルドファイターズ』。レアなMSまでもがイキイキと動きまわる
様はガンダム好きなら感動を禁じ得ないところですが、
「登場人物が自ら改造を施したガンプラ」
が登場するのも大きな特徴。改造するときの発想は、ひと言で言えば自由。既存の設定に囚わ
れることなくひたすらに自らの理想を追い求められたガンプラはじつに輝いています。そんな
作品の主人公、イオリ・セイ君製作のガンプラをもっとフリーダムに楽しんでみました。

▶自分だけのビルドカスタムを強力に支援し
てくれるのが、HG ビルドブースターに封
入された豊富なジョイント群。背中にはも
ちろん、適当なダボ穴が無いMSは腰と
お腹のあいだに挟み込んだりと、その
可能性は無限大なのだ

●ビルドストライクガンダムをフルパッケー
ジとして完成させるための要となるビルドブ
ー ス タ ー は 単 体 で も 販 売（ 税 込 ５ ５ ０ 円 ）
。
過去に発売された支援ユニットと異なり、本
体と同時に発売されたことからも「ビルドス

トライク以外にもガシガシ装備させちゃって
みてね」という狙いが感じられる

小改造と の
グ
ン
リ
ー
ラ
カ
アレンジで!!
強化せよ

5

あのMSにも
ビルドブースターを
装備しちゃおう！
HGBF ビルドストライクガンダム
フルパッケージ
BANDAI SPIRITS1/144
インジェクションプラスチックキット
出典／『ガンダムビルドファイターズ』
発売中 税込1540円
製作・文／NAOKI
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「燃え上がれ、
ガンプラ！」ってことで『ガ

ンダムビルドファイターズ』です。アナタ

のガンプラ魂、燃え上がってますか？ 本

当に失礼な話ですが、見るまでこんなにお

もしろいと思ってませんでした。あんなに

よく動くギャンやスモーが見られるなん

て！ ギャンギャギャン。王道のストーリ

ー展開もさることながら、毎週さまざまな

ＭＳの新規作画が見られるのでそれを見逃

1

ールアップの法則、つまり「 ｍのＭＳの

しいですね、ガンプラ。そんなワケで『ガ

ことで製作しましたが、いや～やっぱり楽

に左右されずにとにかくカッコよくという

してアクセントとしています。今回は設定

体が落ち着いたぶん、細部に差し色を追加

マり！ パーツ単位での差し色が減って全

ターのシルエットと相まって意外にもどハ

系のパターンに変更。これがビルドブース

たストライクの上位機種であるフリーダム

塗装ですが、ご覧のとおりベースとなっ

いてしまった結果です（笑）
。

当のお言葉でしたが、ガンプラ魂に火が点

でほぼそのままでもいいですよ」という担

してみることにみました。
「出来がよいの

てさらに、徹底的にプロポーションを見直

えるとパラドックスなテーマで製作。そし

るという、ある意味ではまっとう、よく考

縮尺モデルらしい密度感」を盛り込んでみ

18

6

すのはもったいない、とにかくすばらしい

作品です。そして番組と合わせて立ち上が

ったのが、新素材ＰＳを使用し共通関節を

用いた新たなフォーマットのガンプラです。

結論から申しますと非常に出来がよいうえ

に加工がしやすく、これまでガンプラ製品

化に恵まれなかったガンダムにもこの先、

日の目があたるかと思うと、まさしく『ビ

そんなこんなでアニメのオリジナルＭＳ

ルドファイターズ』様々なのであります。

であるビルドストライクガンダムです。ア

ニメ本編のビルドストライクが ／１４４

ストライクガンダムの改造品であるならば、

1

このキットはまさしくその ／ のキット。

1

今回はそんな ／ であるはずのキットに、

1

通常の ／１４４のキットと同様のディテ

1

ンダムビルドファイターズ』全力支援！■

7
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1ビルドブースター背部。拡張用のダボ穴が空いて

テの盛り削りやスジ彫りでパネルラインを追加して
いるので、別売りされているビルダーズパーツHD
MSスラスターを取りつけて塞いでいる。ビルドブー

立体的な情報量をアップ（右がパチ組み）
6肩のアウトラインは、大幅に変更せずディテール
スターは、P15下写真のように分離／変形させて単

やエッジへの面の追加で印象を変えている。また、
体で戦闘機とすることもできる

デザイン上丸見えになってしまう肩アーマー裏側に
2脚部は足首アーマーと足首を小型化してヒールア
ップ。脚部全体のラインの繋がりに注目してほしい

もディテールを追加した（右がパチ組み）
7サイドアーマーの肉厚など、
「プラモデルっぽさ」
3パチ組みとの比較（右がパチ組み）
。細部の微調整

を払拭すべく薄く削っている。ディテールもこまか
の積み重ねでプロポーションを変更していることが
一目瞭然だ。腕部はカフス部分を追加するようにし

く追加している（右がパチ組み）
8縦方向に大きい足首を、中央で一度切り離して小
て延長し、手首はひとまわり小さいものを製作した

4右がパチ組み、左が作例の製作途中。まったく印
象が変わっているが、変更した部分はひさし／とさ

型化。同時にかかとを底上げした（右がパチ組み）

か前方／側面上部／襟足と、意外に少ないのだ
5胴体は、腹部の赤と白のパーツを裏打ち後、削り

込んでメリハリをつけている。胸装甲上面には、パ

8

5

言葉を選ばずに言えば、新しいガンダムのアニメ作品を見るのはガ
ンプラモデラーにとっての"踏み絵"だ。それは「そのガンダムを作る

組み合わせることができてしまうということなのだ。
●

べきかどうか、既存の作品と対比しつつ選択する」作業であり、モデ

もしかすると、GBFは組み替えを持ち込んだ「一発ネタ」でしかな

ラーとして自分自身のセンスが試されるということでもある。ではア

いように思われているかもしれないが、組み替えをひとつの発想の起

ラフォーの自分にとって『ガンダムビルドファイターズ』（以下GBF）

点としつつ刹那的な組み替え遊びに終わらせない仕掛けがいくつも用

がどうかというと、これがなかなか複雑だ。アニメ本編だけを見てい

意されているのがGBF 、というか、いまのバンダイ（現BANDAI

る限り『プラモ狂四郎』の焼き直しともとれるし、
「子供向けガンダム」

SPIRITS）が構築し得たガンプラシーンのすごいところだ。

としての要素は大きい。しかし、
「子供向けだからオレには関係ないし」

この「組み替え」のバックボーンとなっているのは、膨大なアイテ

と切り捨てられない何かがGBFとその周辺にはある。その答えを見つ

ム数を誇るHGシリーズの存在。GBFとして製品化できるMSの選択

けるためにはアニメ本編だけを見ていてもダメなようなので、ガンプ

肢を膨大なものにしているだけでなく、GBFを通して宇宙世紀ものな

ラシーン全体に目を向けつつ、この"なにか"の正体を考えてみた。
●

どの既存作品のMSへ購買者を誘導する仕掛けにもなっている。また、
「ビルダーズパーツ」のような周辺の効果的な仕掛けも効いている。

本誌で言うのもいまさらだが、ガンダム／ガンプラを受け手として

ビルダーズパーツは純正なだけに組み替えやすく、精密なディテール

支えてきた、いわゆる「オタク第二世代」（『機動戦士ガンダム』放映

で安価で入手しやすいが、GBFアイテムのみならずほかの既存作品の

時におよそ10代だった層）とその後継をオピニオンリーダーとする

MSにも使い勝手がよく、このパーツからの逆算で作るキットを選ぶ、

ガンプラシーンにおいては、劇中で描かれた「そのもの」を「いかに」

というような楽しみ方もできるようになっている。

作るかというのが最大の関心事だ。それは、格好をつけた言い方をす

そしてもうひとつ、GBFをめぐる仕掛けで忘れてはいけないのは『機

れば、子供のためのアニメやそこから生まれたオモチャをどうやって

動戦士ガンダム UC』（以下ユニコーン）の存在であろう。「U.C. 00

オトナ（あるいは背伸びをしたいコドモ）のためのものにするかとい

90年以前の宇宙世紀世界のありとあらゆるMSが登場しうる」だけで

う葛藤と戦いの歴史であり、そこから生まれたキーコンセプトが、ガ

なく、それを6年もの長い期間でじっくりと展開するという、いまま

ンプラにおける「リアル」という概念だった。言い換えればスケール

でになかった手法が採られた本作は、「既存のMS（できれば宇宙世紀

モデルという「大人の趣味」に対する背伸びだったわけだが、とにか

のもの）をじっくりと作りたい」という先述したような従来からの指

くもこのようなガンプラシーンにおいては「原典にない新しいものを

向を持つモデラー層の受け皿として、ほかの新作ガンダムと平行して

モデラーが生み出してしまう」というのは、雑誌主導企画というよう

あり続けることでシーンの土台を支えるという役割を担ってきた。そ

なごく一部の例外を除いてはタブーであったと言える。

してここで注目したいのは、ユニコーンがあったからこそのGBFであ

ガンプラにおいてこのような指向はいまもって存続しているが、い

るが、GBFを通してその奥にあるユニコーン＝宇宙世紀もののガンプ

っぽうで、ガンプラが数十年にわたってこういった指向を固めてきた

ラが活きるという多層的な構造が同時に生み出されているというとこ

間に、周辺の立体物シーンを巡る状況はインターネットの普及を契機

ろだ。いまのガンプラ環境においては、GBFはガンダムの既存作品と

に大きな変化を遂げた。「ねんどろいど」や「figma」、
「リボルテック」

いうパラレルワールドへの"窓"であり、言わば、ガンプラ全体の「ポ

と言ったフィギュアでは、以前から組み替えることを主眼とした層が、

ータルサイト」的な機能をも果たしているのだ。

主にネットをメディアとしてサブジャンル（ものによってはこちらが

このような、「GBFを入り口として既存のガンダムおよびユニコー

メインになっていることも）を構成してきている。「●●ちゃんのフ

ン＝宇宙世紀世界のガンプラを多層的に活かし合う」というバンダイ

ィギュアがほしい♥」というところから逸脱して、「この小物パーツ

のコンセプトは非常に秀逸かつ画期的だ。『機動戦士Zガンダム』以降

おもしろい！」とか「このジト目顔が使えるから〜」的な理由でタブ

延々と続いてきた、「一作ずつ売れるかどうかはやってみないとわか

ーなしにアイテムを選択し、組み合わせのおもしろさの瞬間最大風速

らない新作アニメ／ガンプラを断続的に生み出し続ける」という一発

をネット上で披露しあう文化だ。可動美少女フィギュアとガンプラを

勝負かつ消耗戦的なループ、あるいは、新グレード創設という「一度

組み合わせてネット上で話題になった某作品などもその代表例で、多

やってしまったら後戻りできない」開拓のループとは別の座標軸を創

分に一発芸＝「ネタ的」な遊び方と言えるだろう。そんなところに一

出し、時代に応じた自由度が高く新しい構造のガンダム／ガンプラ環

発芸ネタではない「本気のガンプラ組み替え遊び」を、メーカー公式

境を生み出した。以前であれば、よくて新作ガンダムの好きなMSを

として世界観／マーチャンダイジングの根本にはじめて持ち込んだの

上位からいくつか購入／製作すればそれで終わりだったのが、GBFと

がこのGBFだ。それを実現したファクターとして外せないのが、すで

いうシステムができたことで、新作ガンダムという作品の枠だけに囚

にアイテム数300を超えたかという1/144 HGシリーズの存在と、

われない商品展開やモデラーの楽しみ方が喚起される─これは、も

そこで共通に使用されている「φ3㎜軸」の存在である。

はやガンプラ環境における「革命」であるといっても過言ではない。

3㎜径の可動軸は、当初「共通のポリキャップを使用することでの

可動範囲が広くなったりディテールがこまかくなるという、模型雑

コスト削減」の副作用としてできたものと思われる。偶然か意図的か

誌でよく言われるようなキット個体ごとの「進化」は絶え間なく続け

の論は置いておくとして、いまとなってはリボルテックを初めとする

てきたガンプラだが、ジャンルとしての奥行きを増すような多層化＝

多くの15㎝大完成品可動フィギュアで3㎜径軸が採用されている。も

「深化」とでも言うべき現象がいま起きていることは間違いない。そ

はや「3㎜径軸」は15㎝大可動模型の"スタンダードルール"となって

して、模型店の1/144ガンプラコーナーの前に立ったとき、いまま

いる感がある。これを逆手に取れば、既存のいろいろなものを自在に

でにないウキウキ感を感じている自分に気づくのである。

『ガンダムビルドファイターズ』
という革命的システム考。
文／森

慎二

（マルチジャンルモデラー／ガンプラウオッチャー）

■

MSN-100-O
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2014年2月号
掲載

●「まずはロングレンジから背中のオカ

粒子……もといメガ粒子キャノンをブッ
放して大型ブースターで一気に接近、各

種武器を取っ替え引っ替えしながら敵陣
深く突入、そして最後は格闘戦へともつ

れ込む……」というのが現在中二病絶賛
発症中のアラフォーモデラー 岡プロの脳
内考証。ちなみに、細身の百式には不釣

り合いなかなりの重装備に見えるが、曰

くこれらはあくまで基本の装備だそうで、
最終回（なんの？／笑）では、この倍の
装備になるそうな。はたしていったい何
と戦うつもりなのか……

▲武装を上半身に集中配備する方法論は、古くは『プラモ狂四

郎』や現在進行形の漫画『機動戦士ガンダム サンダーボルト』
のフルアーマー・ガンダム、『機動戦士ガンダムUC』のフル

アーマーユニコーンガンダムなど、ガンダムシリーズの由緒正

しい文脈。両肩の武器マウントパーツはHG ガンダムデュナメ

スから、前腕の武装マウントはHG ガンダムエクシアから持っ
てきているので、その気になればそれらの機体の装備もほぼ無

加工で装着することが可能だ。世界観や設定が異なるにもかか

わらず、後付の武装群が「宇宙世紀のメカ」らしくなじんでい

るのは、ひとえに色を統一したというところが大きい

MSN-100-O

「敵との距離に応じて、
次から次へと
武器を変えていくんですわ」
（岡プロ）

ビルドブースターが
似合うのはエプシィ！

ートをお願いしたモデラー／原型師の東海村原八氏に
う〜ん？「ビルドブースターはどのキットが似合うの？」と質

'13年11月某日。今回の特集作例全般のコーディネ

イイネ！

問してみたところ、「エプシィガンダムじゃないです
かね」というお答えが……そうきましたか。

▶東海村氏の提案に「エプシィですか？ 俺ならそれにレッド
ウォーリアのエッセンスを足しますね！」とインスピレーショ
ンを刺激された岡プロのイラストがこちら。イケるやん！

◀『ＰＲＯＪＥＣＴ Ｚ』に掲載された小田雅
弘氏製作のエプシィガンダム。シンプルで色
気とケレン味のあるフォルム、バインダーな
ど永野メカ的なデザインでまとめられている

ょ。楽しみだなぁ〜。
（もっと無責任）

こよくアレンジして作ってくるでし

いと思うけど、まぁ岡プロならかっ

東海村 さすがにそれはなくてもい

編 いっそ角をつけるとか？（無責任）
。

ンドブースター スピリッツとかね！

のフォルムは大好物。
『エルガイム』のラ

僕ら永野護チルドレン的にはこの大砲二門

はガンプラないので近いところだと百式。

東海村 あ、エプシィガンダムだ！ これ

……ＵＣものだと合うんですかね？

のかどっちやねん！ ってなる。それなら

ジムにつけるかっていうと、強いのか弱い

もですね。もちろんジオン系は「？」だし、

ルなシルエット機体には馴染みにくいのか

以降のイメージですよね。なので、シンプ

ーってヒロイックなデザインで『ＳＥＥＤ』

編集（以下編） たしかにビルドブースタ

者層の嗜好とは合わないかもね（笑）
。

ンパルスガンダムにも似合う。でも本誌読

合うし、それこそストライクガンダム、イ

まりエクシアには合うし、ＡＧＥ‐１にも

ないのかも。ただし、前半の主人公機、つ

もしかしたらダブルオーガンダムには合わ

み込んでいるんだと思うんです。だから、

ょっと抑制の利いた強さ」をデザインに組

を踏まえたうえでの「最初の主人公機のち

く、ビルドブースターのデザイナーもそれ

タンなデザインの機体が登場する。おそら

はシンプルで少年っぽくて、後半はスパル

係というものがあるじゃないですか。前半

における前半と後半の主人公メカの位置関

東海村原八（以下東海村） ガンダム作品

僕ら永野護チルドレン

▲何にでもなじむとはいえ、背負
い物に負けている感は否めないジ
ム（「それがいい！」という人は
いるだろうが）。一方のエクシア
は指摘どおりの似合いっぷり

※イラストは『ガンダムビルドファイターズ』の
公式設定ではありません

東海村原八、
思うに……
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アラフォーの大好物、レッドウォーリア
百式、赤く塗ったらアカンですか？
●百式とビルドブースターを組み合わせたいきさ
つは右ページのコラムを読んでいただくとして、
問題は色。「金色の百式はいいかげん見飽きたよ

MSN-100-O “岡式”
1/144 ミキシングビルド
「HGUC 百式＋メガ・バズーカ・ランチャー」
＋「HG ビルドブースター」改造

ねー」というところで、『GUNDAM WARS PR

ト狂四郎！

OJECT Z』（大日本絵画刊）を見返すと赤い百

たのが『プラモ狂四郎』世代な岡プロ。かくして

式が……これは赤しかないでしょ！

というわり

「細身の体に重武装」「やたら赤い」「モデラーの

と安直ないきさつで決定。「ていうか、赤くした

名前入りマーキング」というレッドでウォーリア

らレッドウォーリアじゃないですか！ リスペク

な方向性があっという間に固まり、なんやかんや
「カッコいいから」という理由でガンダムハルー

※本作例は『ガンダムビルドファイターズ』を
元にした創作です。作例、考証は公式設定ではありません

製作・文／岡

ごちそうさまです」と乗っかってき

トも投入。こうして異文化コミュニケーションな

正信

らぬ異文化モデリングがはじまったのであった。
◀世代を超えた人気の元祖ガンプラ
バトル漫画『プラモ狂四郎』（講談
社刊 写真はKCデラックス版）。レ
ッドウォーリア（表紙右下のMS）
は主人公 京田四郎が作り上げた3
代目パーフェクトガンダムである
▶岡プロが岡式に組み込んだ「HG
ガンダムハルート」
（発売中 税込
1890円 ）
。GNキ ャ ノ ン や ミ サ イ
ルコンテナ等を拝借している

ビルドブースターは最高の“つなぎ”
世界観の異なるガンプラ同士を
ブースターを軸に「繋ぎ止める」試み

宇宙世紀のガンプラと、それとは世界設定が異なるシリーズ
のガンプラとのミキシングビルドは、パーツの接続やディテ
ールをなじませる作業など大変な工作量を要する場合が多い。
しかし、ほとんどのHGキットとの組み換え遊びがあらかじ
め想定された製品仕様となっているビルドブースターを芯に
すれば……というわけで、HGの百式＋ガンダムハルート＋
ビルドブースターの異色コラボ、名付けて「岡式」です。

1
3
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1岡式ブースター。ビルドブースタ
ーの機首と胴体を元に、ハルートの
背面ブースター先端を短く切りスラ
スターを取り替えて小翼を接着した
だけ。ミサイルコンテナはそのまま
だが違和感はほとんどない
2ガンダムっぽさを求めて、百式の
頭部にツインアンテナを追加、顔面
はZ系に作り変えた
3純正別売り武器セット「システム
ウエポン」シリーズからパイルバン
カーと大型クロー（どちらもシステ
ムウェポン003に付属）を選択。2種
の武装をまとめ、シールドと一体型
の近接武装として製作した

2

