月刊モデルグラフィックス編
大日本絵画
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模型専門雑誌『月刊モデルグラフィックス』には数々のロボット／メカもの
の作例やスクラッチビルド作例が掲載されてきましたが、本書ではその膨大
な作例群のなかから『太陽の牙 ダグラム』、とくにマックスファクトリー製
1/72キットの作例をピックアップしてまとめたものです。なお、本書内で
のダグラム世界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。
そのため、「本誌」＝『月刊モデルグラフィックス』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関する表記は掲載当時のものに
なっているため、現在は販売が停止されていたり名称が変更になっていた
ⓒサンライズ

り価格が改訂されていたりする場合がありますのでご了承ください
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COMBAT ARMORS MAX01
コンバットアーマー ダグラム
マックスファクトリー 1/72
インジェクションプラスチックキット
発売中 税込3981円
製作・文／

柳生圭太（ランペイジ）
鳥山とりを（ランペイジ）

本放送からじつに30有余年の歳月を経た'14年に改めて製品
化されたマックスファクトリー版1/72 ダグラム。可動性能、
スタイル、組みやすさのバランスがほどよい逸品なので、ブ
ラッシュアップすればさらにいい雰囲気になるはず……そこ
で、コンバットアーマー造形の追求に余念のないランペイジ
のおふた方が手を入れた作例を紹介します。「アニメ設定画っ
ぽさ」がかなり加味されたダグラムをじっくりご覧ください。

2015年2月号
掲載

COMBAT ARMOR
5

コンバット
アーマー
ダグラム

▶ 作 例 と パ チ 組 み を 比 較。 胸 部 の 面 構 成 を 調 整 す る こ と で ア ニ メ の 雰 囲 気 に
近 づ く の が わ か る だ ろ う 。 手 足 は で きる限り製品の形状を活かしている

ランペイジ製ヤクトダグラム改造パーツに丸ごと交換。
アニメ放映当時に発売されたタカラ1/48キットのフ

2
4脚部の形状は良好ですが、アニメの設定画と見比べ
てみると気持ち縦に伸ばしたほうがよいようです。そ

こで、スネのフレアをプラ板で2㎜伸ばし、それにあ
わせて足首関節も2㎜延長しました

1
1少し左右のボリュームが足らないと感じた頭部は、

まさか 年に『ダグラム』特集とは！

『太陽の牙 ダグラム』放映当時僕は普通

らの盛り上がりがスゴイですね。

マックスファクトリーのプラモデル発売か

れない工作箇所だと思います。クリアラン

らない仕様になっているので、避けては通

品のままだとヒザがピンとまっすぐ伸び切

ます。素立ちでは見えない部分ですが、製

接触する部分をヤスリでガンガン削ってい

太ももは、ヒザカバーの内側と太ももが

の中学生で、とくに模型が趣味だったとい

ラ板を流し込み接着剤でガッチリ貼って完

スを確かめつつ、若干鳥脚気味になるとこ

全乾燥後に削ってます。ダグラムの設定画

うこともなかったのですが、そのころも模

みに筆塗り。マベリックなどはなんのメカ

って結構モモとスネが長いんですよね。な

型を中心に『ダグラム』が盛り上がってい

か知らずに組み立ててました。それから月

ので、スネの延長に合わせて足首関節も延

スネは下部のフレア部分で２㎜延長。プ

日は流れ自分で『ダグラム』関連のガレー

長。強度が必要な部分なので延長部分をガ

ろまでヒザが曲げられるようにしました。

ジキットを販売するようになるとは、人生

ッチリと金属線などで補強します。いった

たので、自然と僕もほぼ全種類のタカラ製

わからないものです。それでは、キット改

んレジンキャストで置換して一体化しパー

足首も二重関節で、前後の位置関係がバ

ツ強度を上げる方法もよいと思います。

ラバラになりがちなので、ポーズをつける

仕上げました。今回の作例のオーダーは
「ヤ

能です。今回はクリアースモークを吹いて

内部にキットのシートを組み込むことが可

て撮り直すこと数回。奥が深いです。

で「なんか足首だけ変じゃね？」と気づい

ネが難しい。今回の撮影時も、撮ったあと

際、大河原邦男さんの設定画の立ち方はマ

イルポッドも装備させています。

次に、上半身のボリュームを落としてス

胸ブロックを上下左右に詰めました。同時

を吹いた状態からあとの塗装編は鳥山氏に

ヘッドも作ってます！）
、サーフェイサー

スケジュールの都合で（今回はブロック

に左右幅も詰めたかったので、ダクトパー

に２㎜プラ角棒を貼って前傾姿勢で固定し

のとＳ字立ちがしやすいように、うしろ側

の重さで後方に反ってしまうのを防止する

腰のボールジョイントは、ターボザック

した。設定も意識せずに全部グリーンで塗

ー！ プラモカッケー！」とはしゃいでま

解できずに「コンバットアーマーカッケ

ニメを見てたはずなのですが、ほとんど理

カッケー！ これカッケー！ 僕は当時ア

げのホコリ汚しをプラスしてくれました。

い、タミヤのビン入りエナメル系塗料を濃

ています。もちろん横ロールは可能です。

って、マッチ棒を消した燃えカスを押し付

く溶いたものでスミ入れ兼汚しをしていま

腕ですが、じつはほとんどいじっていま

けてダメージ＆ウェザリング遊びをしてた

㎜ずつ小さくしました。ダクトに合わせて

せん。製品は肩の位置をある程度調整でき

記憶が……あれ？ じつはやっぱり模型少

す。塗料の拭き取りに時間をかけつつ、最

るようになっているので、怒り肩になるよ

年だったんじゃね？ （文／柳生圭太）■

ブルーの胸パーツの左右も肉厚ギリギリま

うにポーズ付けしただけ。それだけで設定

後にタミヤのウェザリングマスターで仕上

画の雰囲気に近づきます。

で削り込み、トータルで左右が１・５㎜ず

基本塗装は通常のラッカー系塗料で行な

バトンタッチしています。

す。具体的には、外側 ㎜、上下を０・５

ツの内側にプラ板を貼って小型化していま

タイリッシュなフォルムにしたかったので、

♦塗装

クトダグラム仕様」とのことなので、ミサ

ます。キャノピーはもちろんクリアー成型。 ときは常に位置関係を意識しましょう。実

売中のヤクトダグラムパーツを使用してい

まず頭部ですが、弊社ランペイジより発

◆工作

造の説明をしていきます。

キットを作ってましたね。もちろんパチ組

'15

つ小さくなっています。

1

作例
パチ組

ォルムを彷彿とさせる骨太で無骨なデザインをかんた
んに再現することができます

23胸は逆にボリューム過多気味。そこで、胸部ダク
トパーツの内側にプラ板を貼り込むことで、ひとまわ

りダクト開口部が小さくなるように加工します。胴体

も画像のマスキングテープが貼ってある位置で水平に
カットし、上下に2㎜幅詰め。ダクトの工作と併せて
胸が引き締まって見えるようにしています

4

3

手を入れるポイントは「胸」と「顔」。
最小限の工作で大きく印象が変わる。

6

7

2014年8月号
掲載

マックスファクトリー製COMBAT ARMORS MAXシ
リーズ第１弾の主人公機ダグラムは大好評、そして第2
弾となるラウンドフェイサーも発売となりました。こち
らも作る楽しさに溢れる好キットとして仕上がっていま
す。今回は、柳生圭太氏にこの新キットにあえて改造を
施してもらい、さらに理想のプロポーションを目指して
もらった。どの改造工作も真似したくなるものばかりな
ので、ぜひ製作の参考にしてみてくださいね。

8

良キットを、より理想型に
近づけるために
小改造を施すのだ!
COMBAT ARMORS MAX02
ソルティック H8 ラウンドフェイサー
マックスファクトリー 1/72
インジェクションプラスチックキット
発売中 税込3981円
製作・文／

柳生圭太（ランペイジ）

●色分け、組み立てやすさともに非常によくできたキットなので、作例では
さらにこまごまと改造を施して「理想のラウンドフェイサー立体物」を目指し
てみた。ポイントは胴の短縮でそのほかの箇所にもこまかく手を入れている
●ミサイルポッドは設定どおりの9発に改造し肩に取りつけるように変更した。
マグランチャーはフルスクラッチビルドしたもの

9

10

8

2

5

キミにもできる
ラウンドフェイサー改造法

今回のお題はマックスファクトリー製１

軸も延長し甲高のイメージにしています。

もプラ板を貼って延長します。さらに関節

肩は軸を調整して位置を１・５㎜上に変

ラウンドフェイサーです。このキッ

／

更。そのぶん上腕を延長しています。シー

トはシンプルなパーツ構成でほぼ完璧な色

かなと。手首は非常によい造形をしていま

ルド基部は上下を逆に接着しました。その

すが、成型の都合で甘くなってしまってい

分けがなされているので、お手軽に組み立

ただ、原作の放映から長い年月が経つな

る側面モールドを彫ってさらに甲を薄くし

ほうがハの字になって僕のイメージに合う

かで、モデラー各人の“俺ラウンドフェイ

ています。小指側に向かって甲を小さく削

ててカッチョよいラウンドフェイサーを手

サー像”が固まっていることでしょう。
「コ

に入れることができます。

コが違う！」
「そうじゃないんだよ！」な

ると収まりがよいカンジになります。

あとは全体のスジ彫りや逆エッジをタガ

どなど、いろいろなご意見あることでしょ

ネで彫りこんで、全体のフォルムを強調し

う。僕もそうです。幸いとても工作しやす

いキットなので、ここはひとつ手を動かし

てから塗装に移ります。

塗装は多少複雑な方法を採ってみました。

て各自の思いをキットにぶつけてみましょ

ンキャストから削り出して大きく作り直し

ラ部が小さめになっています。そこでレジ

際にスライドする必要があるため頭部カメ

しています。ただ、キャノピーを開閉する

では工作の詳細。頭部は非常によい形を

れとウォッシング。こうすると角部分や塗

そして、乾燥後にエナメル系塗料でスミ入

何回も吹き重ねるとなんとか定着します。

になりますが、これが乾くのを待ってから

つけます。一回目は本当に水滴の粒々状態

ルで溶いたものを強引にエアブラシで吹き

こにアクリルガッシュの基本色をエタノー

まずラッカー系塗料の黒をベタ塗りし銀や

うよ！ というわけで、普通に作ってもカ

ました。さらに基部の位置が高い気がした

膜が薄いところが剥がれて自然なチッピン

茶色をランダムに塗って下地とします。そ

のでアンテナつけ根の丸モールドの位置を

グとなり、ランダムに色を塗った下地色が

ッコよい好キットにあえて重箱の隅をつつ

下げて角度も変更。キャノピー開閉時はカ

くような工作を加えてみました。

メラを取り外します。頭部底面は削って若

う「これしかない！」 という形状を模索

部品は肩と頭部の可動の邪魔にならないよ

も背中から肩へ変更しています。取りつけ

イルの数を７から９へ変更。取りつけ位置

ミサイルポッドは設定画に合わせてミサ

アセットを別売りしてほしいくらいです。

来がよいのでまとめてパイロットフィギュ

使えそうです。ダグラム付属のクリンも出

のパイロットフィギュアとしていろいろ

ねいに塗り分けて魅力をＵＰ。これは１／

パイロットの出来が非常によいので、てい

カールののりの相性がよく完全に密着しま

の塗装法だと、アクリル系塗料の塗膜とデ

程をすませておくとなじんでよいかも。こ

ねます。パステルの前にデカール貼りの工

テルなどで土埃っぽい明るい色の汚しを重

にしておくのがポイントです。さらにパス

系塗料での変化を予想して基本色を明るめ

に情報量を増やします。黒や茶のエナメル

色を筆のタッチを活かして塗り重ねてさら

ハリがつきます。剥がれ過ぎた部分に基本

を塗って乾いた筆で伸ばしたりするとメリ

グの部分にさらに濃い目のエナメル系塗料

干首の位置を押し込むカンジに修整します。 出てきて面ごとに変化が出ます。チッピン

しました。けっこう複雑な面構成です。こ

軸も短く。股間ブロックは左右にプラ板を

れば幸いです。これを機会に、キミだけの

分でも気に入って製作に取り入れてもらえ

チマチマと表現してみたものですが、一部

今回の作例はあくまでも僕個人の好みを

れをネオジム磁石で肩上面に接続しました。 す。ですので位置決めは慎重に。

貼って大型化。フロントアーマーも股関節

ラウンドフェイサーを作ろうぜ！

胴体は腹上部が長く感じたので２㎜切断。

軸を隠すように角度を変更しています。胴

■

を短くしたぶんスネと足首を延長し、スソ
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4
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1
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1 コクピットはとてもよくできていてクリアーパ
ーツのキャノピーは開閉式。アンテナ基部の位置を

ボールジョイントを下に下げればよい。上腕の上面
にも1㎜プラ板を張って延長するとバランスがとれ
下げるだけでタイトな印象になる
23 今回最大の改造ポイントが胴体の寸詰め。二

る。関節パーツの軸も延長しておこう
7 頭部のセンサー部分は塗装でなく、トライツー
段ある腹部パーツのうち上側パーツの上面を２㎜詰
める。内側にある胴体をつなぐボールジョイント部

ル製のミラーシールを切り出して貼りつけた。ミサ
イルポッドは設定では９発装填されているので、こ
分も忘れず同じ寸法だけ短くしよう。そのぶん股間
ブロック前方部分をプラ板を貼って厚みを増し、左

こはモデラで削り出した。取りつけ部は設定にない
ためキットでは新たな解釈でステーが新造されたが、
右スカートの内側を削る。先端もプラ板で延長する
とバランスのよい形になる
45 足首はプラ板を挟むことでだいぶん印象が変

作例ではそれを使わず、磁石を用いてわずかなスペ
ースで肩に張りつくように調整した
8 マグランチャーを1/72サイズでフルスクラッチ
わるポイント。スリッパ部分、甲部分が延長された
ぶん、内部骨格も延長している。裾とヒザガードも

ビルド。デジタルデータで設計してモデラで削りだ
した。武器の配色は本体に緑のジャケットが被さっ
延長してバランスをとっている
6 肩のつき位置を若干上に上げるには、肩内部で

ていると考えて色数を増やして塗装。マガジンはマ
グランチャーと揃えて暖色系に塗装した

