Intro d u ctio n
「どうしたら田川さんのような塗装ができるよ

Many people aspire to become master figure painters
like Hiroshi Tagawa. Tagawa's unmatched brush-stroke

うになりますか？」

precision is not something you can master in a day.

フィギュア初心者ならずとも、つい尋ねてみた

There is no shortcut in acquiring essential figure painting

くなるであろう質問だ。上手く塗るための筆運

techniques. There is no other way but to actualy work

びや丁寧な植毛などといったテクニックそのも

with your hands and gain experience.
However, its a whole different story when it comes to

のは、実際に手を動かし経験を積むより他はな

figure's expression. Her suddle smile, relaxed posture, a

いし、それが一番の近道だ。だがどんな“表現”を

hint of shyness in her facial expression...... these are

盛り込むか、という点については、色々なものを

s o m e t h i n g y o u c a n o u t p u t t o y o u r f i g u re b y

見て、それを感じる機会を増やすしか無いと田

experiencing first hand. Tagawa emphasizes the

川はいう。映画やお芝居を観たり、散歩したり、

importance of going outside for a walk, watching
movies, and talking with friends and families to

家族や友人と会話したり。きれいな夕陽や道端

accurately represent feelings and emotions to otherwise

の花、土の匂い、雑踏のざわめき。そんな日常の

lifeless sculptures. He wishes this book would give
novice figure painters insight into how to digest

中から何を感じ取れるか、それを自分の中に取

information from daily lives and output to their works.

り込み、咀嚼し、どうアウトプットするのか。そ
の答えが、この田川 弘作品集のなかにあるのだ

フィギュアフィニッシャーとして日本国内のみ
ならず、海外にも多くのファンを持つ田川 弘。
肌仕上げのハウツーをはじめ、これまで培って
きた仕上げテクニックを詳細な写真とテキスト
で解説。フィニッシャー田川 弘のフィギュア哲
学が詰まったファン必携の書。

PYGMALION女子フィギュア惑溺仕上げ
大日本絵画／刊

税込2970円

96ページ

AB判型 オールカラー
"PYGMALION," named after a legendary king and sculptor in
Greek mythology, is Tagawa's first book, which explains his
techniques in detail alongside close-up photos and interviews.
This book, filled with Tagawa's philosophy and passion, is a
must-have for all his fans in and outside Japan.
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田川 弘
P r o fi l e

1959年、宮崎県に生まれる。大分県立芸術短期大学附

Born in Miyazaki Prefecture in 1959, Tagawa graduated from Midorigaoka

属緑ヶ丘高等学校
（美術）を卒業し、名古屋芸術大学絵

High School, attached to Oita Prefectural College of Arts and Culture, and

画科
（洋画）
に入学。平面作家を志す。
1988-93年、中日
展
「大賞」
、
「佳作賞」
（名古屋市博物館）を受賞したが、

entered the Nagoya University of Arts, Department of Painting (Western
painting). From 1988 to 1993, He won a "grand prize" as well as an
"honorable mentions award" for the Chunichi Exhibition (Nagoya City

1995年、林 浩己原型のリアルフィギュアに出会い1996

Museum). In 1995, Tagawa encountered the world of figure sculptures

年にはじめてのリアル女性フィギュアの塗装をはじめ

when he was exposed to Hiroki Hayashi's works and painted his first realistic

る。その後、2011年に本格的にフィギュア塗装作家を

female figure in 1996. In 2011, he started his career as a full-fledged figure

目指し活動を開始。多くの個展を開催し、諸外国にも
ファンが多いリアルフィギュアペインターの匠。

painter. Since then, he has held many solo exhibitions and became a famed
professional figure painter with many fans in Japan and worldwide.
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はじめに
Pr e a m b le

I believe that there is such a thing as maquette literature. Before

模型文学というものがある。
文学とはなにか？

と問えばいろいろな答えがあるだろう。物語

を通して作者自身を語るものというのはその答えの一つだ。

describing what maquette literature is, let's answer the big question
first......what is literature?
One of the answers is that literature tells about the author through a

だから『こころ』を通して我々が最終的に語るのは夏目漱石である。 story. Therefore, it is ultimately the author us readers discuss through
『ねじまき鳥クロニクル』を通して語るのは村上春樹であり、
『風立ち
ぬ』で語るのは堀辰雄であり、宮崎駿である。

their books. It is Soseki Natsume we talk about through "Kokoro," it
is Haruki Murakami who speaks through "The Chronicle of the
Screwtape Bird." It is Tatsuo Hori and Hayao Miyazaki who we feel

そう、だから文学は文学作品以外にも存在する。
『新世紀エヴァンゲ

the emotion of after watching "The Wind Rises." Of course, literature

リオン』には庵野秀明の文学が
『機動警察パトレイバー2 the Movie』に

doesn't need to revolve around texts and words. There is Anno
Hideaki's literature in "Evangelion" and Higashimura Akiko's in

は押井守の、
『かくかくしかじか』
には東村アキコの文学がある。
近年、新しい文学作品はほとんど売れないという。仕方ないのだ。

"Blank Canvas: My So-Called Artist's Journey." People say book sales
are declining day by day, but that is no surprise to me. We are

我々もうあらゆる場所で文学を摂取できるのだから。Twitterにはこ

exposed to literacy 24/7 through movies, comics, animations, and so

ぐまのケーキ屋さんカメントツ文学があり、川尻こだま文学がある。

on. Thus, I can confidently say that maquette literature exists just like

そしてもちろん模型にも文学がある。それは作品を通して滲み出
る作者の人格。その物語である。

in any other medium. Maquette literature is, in essence, the
personality of each creator that exudes through their works.
As Hiroki Hayashi, a renowned figure sculptor, said in Tagawa's first

それは個々の作品にもあるが、今ひとつ伝わりにくい。まとめて
見る、そして作者の文章を読むと如実に分かる。それには作品集が
相応しい。

book "PYGMALION," Tagawa is not necessarily the most technically
skilled figure painter in the world. However, it is without a doubt that
his works strike a chord with many audiences, including the readers
of this book. I once asked him, "How do you do it?" and Tagawa

横山 宏の作品集には「模型は楽しい」という氏の波動が詰まって
る。高石 誠の『戦車模型超級技術指南』には氏の修行僧のごとき厳
格さが漂い、読むたびに身が引き締まる。自分はそういう著者の人

calmly replied, "Just fall in love with the figure." It's not just
techniques we learn from his works, but his affection, care,
predilection, and adoration towards figures. Tagawa's creations and
this book are the epitomai of maquette literature

格が滲み出る模型本を「模型文学本」と呼んでいる。
そして田川弘の作品集である。
最初の著作『PYGMALION女子フィギュア惑溺仕上げ』で原型師の
林 浩己が語ったように、彼は技術的に言えば格段に上手いわけでは
ない。しかし彼の作品がその技術を超えて胸を打つのは、この作品
集を手にしているあなたになら分かると思う。
どうしてそれが可能であるかは、彼が簡潔に語っている。それは
そのフィギュアに恋すること。
模型の上達方法は、その模型に恋することだと語る製作者を私は

井上純一
J yu n i c h i I n o u e

彼以外に知らない。なぜそんなことを言い出すのか。そしていかに

Profile

それをなし得るのか？

1970年生まれ。希有馬（けうま）としても活動している。

成就するのか？

樹脂の塊に恋を語れるのか？

その恋心は

文学だ。文学以外のなにものでもない。

TRPGデザイナー、漫画家。玩具会社社長。最近はエッ

我々が氏の作品から読み取るのは、その油絵の具を使ったテク
ニックだけではない。そのテクニックに溢れ出るフィギュアへの恋
心。著者の人格なのだ。
むろん各々の作品ひとつひとつにもそれはある。しかし今、こう
やって彼の作品が並ぶことによってより確実に伝わる。それが彼の

セイ漫画『中国嫁日記』の夫ジンサンとして有名。自身
もモデラーであり田川の前作『PYGMALION女子フィ
ギュア惑溺仕上げ』を読んだときに感銘を受けた。
Born in 1970. Inoue, also known as "Keuma", is a tabletop role-playing
game designer, a manga artist, and a toy company president. Recently,
he is famously known as "Jin-san," the husband character of the essay
cartoon "Diary of a Chinese Wife." Inoue is a modeler himself and

恋心。模型文学だ。それを「読む」ために我々は頁を捲るのだ。

remembers the shock he felt when he first saw Tagawa's works in his

またひとつ、後世に残る模型文学本が生まれたのである。

first book, "PYGMALION."
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O b s e s s i o n w i t h f i c t i o n a l i m a ge

君はどこで生まれたの？
人生を歩んできたの？

どんな人達に囲まれ、どんな
嬉しいこと、寂しいこと、押さ

えきれない怒りや哀しみ。そして今、何を想っている
の？

どこに向かうの？

ああ、やっと君の心が見えた

……。だから僕はその思いを、今の君のその姿を、そし
てその瞳の見つめる先を、
この筆で描くよ……。
フィギュアを塗装するとき、あなたはここまで感情を込
められるだろうか。それはまるで己の内からほとばし
る感情を鍵盤に叩きつけ、だがその運指は正確無比、た
おやかに旋律を紡ぐピアニストのそれだ。田川の作品
が人の心を揺さぶる理由、それは楽器が己の感情を表現
できるのと同じように、思ったこと、感情のすべてを、筆
を使って思うがままに表現できるからにほかならない
Where were you born? Who raised you, who took care of you? Who
were your friends? What kind of life did you live? Happy, lonely, rage
beyond control, utter sadness, I wonder how you are feeling now.
Where are you headed? Ah, there you are...... I finally found youdon't worry. I will use my brush to express your thoughts, your inside
and outside, and beyond what your eyes see......
These are the thoughts master figure painter has in his mind. Not
many people can put this much emotion into otherwise lifeless resin
figures. It's as if he is a pianist who outputs his inner emotions onto
the keyboard, filled with passion yet with unmatched precision. This
is why Tagawa's works move people's hearts. The figures he paints
are filled with his thoughts and feelings. For a pianist, a piano is his/
her instrument.....but for Tagawa, a paint brush is.
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