




林 周市
Shuichi Hayashi

1975年生まれ。静岡県在住。1/32スケールの飛行機キットをほぼスト
レートで組み上げ、塗装において実機と見紛う状態へと仕上げた作品は
SNSを中心に高い評価を受け、本書の一冊目となる「エアモデル・ウェザ
リングマスター 林 周市の世界」の刊行へと繋がる。これまでは艦載機
がメインだったが、近年は迷彩仕上げの機体を手掛け、数多くの失敗を重
ねながら新たなアプローチへの探究心を募らせている

Hayashi was born in 1975, and currently resides in Shizuka, Japan. His style 

of building 1/32 scale kits almost completely straight out of the box, and his 

model's unmatched realism accomplished by perfectly executed weathering, 

has attracted many fans worldwide. Hayashi's primary focus has always 

been on carrier-based aircraft, but recently, he has begun exploring new 

approaches building different genres of scale aircraft models.
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Typically Hayashi clear coats his models with semi-matte clear after applying the decals, but gloss clear 

with a touch of matte was used for this F-4B. The entire aircraft was sealed with semi-gloss clear 

after adding various weathering effects using Mr.Weathering Colors's stain-brown, Tamiya Weathering 

Master sets, pencils, and custom mixtures created from enamel-based paints.

下地をグロスのブラックにすることで金属本来の性能を引き出せる。上塗りの金属色は
フィニッシャーズのものが塗膜が丈夫なので、焼き表現を追加する際にはおすすめだ。パ

ネルごとに金属の質感を変えるために塗り分け。ガンダムマーカー各種で焼け表現を付けていっ
たほか、さらに細かい熱変色はアクリルカラーのブラウン系を面相筆で書き込んでいる。蛇腹状の
ラインはマスキングで行ない、アクリル系メタルマーカーで若干のタッチアップ

実機のタッチアップ塗装は独特で角状のものが多く、ケガキ用の四角形のテンプレートを
使用してマスキングした。テンプレートの入らない奥まった箇所や人為的なパターンを

再現するために厚紙などでプレートを自作しておく。正確なラインではなく、あえて不揃いなパタ
ーンにしておいたほうが"人の手で補修された”感が出る。テンプレートは一部、重ね気味にして塗
装すると雰囲気が増すが、デジタル迷彩のようにならないよう注意

補修痕の再現に使用する色は若干明度の異なる色とする。若干暗い色を使いたい時には
スモークグレーを添加する。クリアー塗料なので過度な明度変更が起こらない。それで

も過度な使用は控える。微細なタッチアップは雲上プレートのマスキング。線状のタッチアップ
は筆書き。限定的にエアブラシも使っている

By priming with gloss black, you can enhance the shine of metallic colors. If you intend to add several 

weathering materials over the metallic surface, it is recommended to use Finisher's metallic series colors 

since they have outstanding scratch and thinner resilience. In addition to adding heat discoloration 

effects with Gundam Markers, more delicate details were brush-painted using acrylic browns. The stripe 

patterns were created using masking tapes and retouched using acrylic metal markers.

There are countless square and rectangular-shaped traces of paint touch-ups on jets of this era. To 

replicate this, metal templates with various squares, originally intended as a guide for rescribing, were 

used as airbrush stencils. Keep in mind that these touch-ups were done hastily, so there is no need to 

make them look neat. Multiple templates can be stacked together, or your own stencils can be made 

from scrap papers to airbrush complicated shapes. 

Colors used for touch-up marks were mixed from base fuselage color. To make a darker tone, mix some 

smoke-grey to avoid drastically changing its shade. Add a few drops and test your mixture on a scrap 

piece of plastic until it reaches your preferred tone. Paintbrush was used for line-shaped touch-ups, 

along with stencils with random mottling effects. Airbrush was also used in some areas. 
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従来であればややフラットにしておくのだが、今回はウェザリングの修正をしやすくする
ためにクリアーに若干フラットを加えたものでコート。ウェザリングカラーのステイン

ブラウンをメインに、ウェザリングマスター、鉛筆、エナメル塗料でウェザリング表現を加えていく。
その後、全体をセミグロスクリアーでコートした

7
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HASEGAWA  1/48 scale
BOEING AH-64D
"Saraf"
ボーイング AH-64D アパッチ ロングボウ "サラフ"
ハセガワ 1/48 インジェクションプラスチックキット
HASEGAWA 1/48 scale BOEING AH-64D "Saraf"
Injection-plastic kit
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Profile
ウェザリング手法の大胆な転換。1/48スケール作品とともに林 周市の“見立ての力”を知る

Introduction
マクダネルダグラス F-4B ファントムII（タミヤ 1/48）
ハイビジの機体をウェザリングで仕上げる

ボーイング AH-64D アパッチ ロングボウ “サラフ”（ハセガワ 1/48）
1/48スケールに最適化したヘリのウェザリング

Tools and paints
ウェザリング表現に使われている主な道具・マテリアル

Weathering up the HOBBYBOSS's 1/48 scale LTV TA-7C CORSAIR II
LTV TA-7C コルセアII （ホビーボス 1/48）
塗装のための下準備
実機写真で学ぶ「世界一キタナイ」汚れのメカニクス
基本塗装（機体上部）
油漏れ表現のアタリをつけていく
ドライブラシによる表情の修正
油漏れによるにじみ表現
アイキャッチとなるウェザリング表現の追加（機体上部）
基本塗装～経年のタッチアップ痕跡表現（機体下部）
アイキャッチとなるウェザリング表現の追加（機体下部）

Weathering up the GREAT WALL HOBBY’s 1/48 scale SUKHOI Su-27UB FLANKER C
スホーイ Su-27UB フランカー（ロシア空軍仕様）（グレートウォールホビー 1/48）
塗装のための下準備
基本塗装
チタニウムの質感表現
塗料の“時間”を操った塗装表現
仕上げのウェザリング表現

Flanker in another spectrum 
GREAT WALL HOBBY 1/48 scale SUKHOI Su-27UB FLANKER C
スホーイ Su-27UB フランカー（ウクライナデジタル迷彩仕様）（グレートウォールホビー 1/48）

CONTENTS
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It only took Hayashi two weeks to finish the TA-7C. However, it took three years of meticulous planning 

and gathering of resources to achieve such a quick build. Since not many aircraft gets as weathered as 

Hellenic Corsairs, Hayashi needed to carefully observe many photo resources to capture and reproduce 

its characteristic.

構想約3年以上にして製作期間約2週間という驚異的な仕上げスピード
の裏には、綿密なシミュレーションだけでなく、実機写真によるある種の
答え合わせも大きく貢献している。特にこれほどまでに傷んだ現役機と
いうのは他になく、その特徴を捉え余すことなく再現するには資料とと
もに念入りに考察することが不可欠なのだ。

A 主翼の下面を捉えた写真。各所のリベットから流れ出たグリスやオイルが、空気の流れに沿っ
た一直線を描いている
B コルセアIIの固定武装であるM61バルカン開口部付近は、発泡炎によるスス汚れが顕著に見受け
られる。指で擦るだけで簡単に剥がれる程度の表面的な汚れがこれだけ蓄積されているという事
実は、本機が長らく清掃されていないことを意味する
C エンジンのアクセスハッチなど、頻繁に開け閉めされるパネルは塗膜の剥離を起こしやすい
D 主翼の折りたたみ機構をカバーする金属板がプライマー地のままになっている。中にはプライ
マー塗装すらされず、金属地のまま取り付けられているケースもある
E 排気ノズル付近の写真だが、ここだけでも4パターン の緑色が確認できる。太陽光やエンジン
の高熱による退色や、リペイントの際に適切な調色が行なわれなかったことが原因だ。同様の塗装
色の差異は茶色の機体色にも見られる 
F コクピット付近は、乗降時にパイロットの靴がぶつかってできたであろう塗装のスレや、サイド
ウォール部の塗装剥げといった人為的な汚れが目立つ箇所だ
G 濃い機体色に目立つ白い鳥の糞の痕は、機体の一番高い所、すなわち垂直尾翼上部に鳥が集って
いた証明である。特に離島の前哨基地では、カモメが頻繁に襲来する
H 主翼の前縁部。飛行中、常に高い空気抵抗を受け続ける箇所は、塗装が劣化するスピードが早い

　　　実機写真で学ぶ「世界一キタナイ」汚れのメカニクス

A. The underside of the wing shows leakage of grease/oil. Note their straight streaking line caused by the airflow.

B. The area close to the M61 Vulcan's six 20mm barrels is covered with thick black soot. This is a telltale sign that this 

particular aircraft, just like many others in HAF inventory, hasn't been cleaned in a long time.

C. Panels that are frequently opened and closed, such as this engine access hatch, are prone to chipping of paint.

D. The metal plate covering the wing folding mechanism is yellow, indicating that it did not receive a proper paint-job.

E. This image shows the area close to the exhaust nozzle. The notable color differences of the camouflage are caused 

by extreme heat, inadequate re-paint, and fading/degrading of the paint.

F. The area around the cockpit is full of wear that was most likely caused by the pilot’s shoes hitting the surface.

G. The white stains on the vertical stabilizer is a clear sign that the birds hung around for a quick break.

H. Paint deteriorates rapidly in areas that are constantly subjected to high aerodynamic pressure during fight.
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Observing the key-points of weathered Corsair II
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G

実機写真提供／イオアンニス・レッカス
Photo by Ioannis Lekkas
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ごく最近のタッチアップ痕
をアクリル塗料のフラット

ホワイトで表現する。実機画像を参
考にパネルラインに沿って極細面相
筆でタッチアップしていく

Most recent touch-up paint jobs were 

replicated with matte white acrylic paint. 

An extra-fine paintbrush was used for this 

task.

30

黒鉛オイル漏れを描くために鉛筆を用意。その他、チッピ
ング表現用に銀色、茶色は油漏れなどに使用。茶色は何種

類かを用意して使い分けると良い

Various pencils were prepared to draw on the graphite oil exudation effect. Silver 

pencils can be used to add fresh chipping effects and brown for oily grimes.

28

リベットからのオイル漏れを描く。あらかじめ表面をテレピン油で濡らして
おくと鉛筆の滑りが良くなる。1/48というスケール感に合わせた太さを心が

ける。失敗したらテレピン油で修正。漏れの方向には均一性を持たせよう

Pre-wet the surface with turpentine oil. Keeping the scale of the model, as well as the direction of the 

airflow in mind, try to maintain the thickness of each oil leak to a consistent, narrow line.

29
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縞模様（ブルー）を描き終え、それぞれの箇所
に若干色彩を加えるためにラッカー塗料のク

リアーオレンジ、クリアーブルーをムラになるように
薄く吹く。クリアーブラウンやスモークなどは微量で
も色変化が激しいのでここでの使用は控える。この工
程は金属塗装面の脆弱性を保護する役割にもなる

Once blue stripes are drawn, lacquer-based clear orange and 

blue were airbrushed unevenly to add tonal variation. Do not 

use clear brown or smoke here, as even a tiny amount of these 

colors will cause severe color changes. This process also serves 

to coat and protect previously applied weathering materials.

17
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モチーフとしたフランカーの実機写真では一
部プライマーごと塗装が剥離し、金属素材が

露出しているものが見受けられたため、アクリル塗料
のシルバーを用いて剥がれ表現を加筆した。酸化被
膜を帯びた金属（この場合はジュラルミン）はかなり
光沢感が低いため、金属質感自体はかなり鈍いもので
あっても何ら問題ない

Some photos of the real Flanker showed camouflage chipped 

together with the underlying yellow primer, resulting in 

bare-metal surface showing through. Typically the shine 

of duraluminum is not so high, so acrylic silver is an ideal 

candidate for replicating such paint chipping.

39

基本的な手法は、先のエンジンポッド、および機体上部のチタン表現の項に準ず
る。細かいノズル間の塗り分けはGM社のマスクを活用して作業時間を短縮。ブ

ルーの板状部品部分は、アクリルシルバーによるスポンジチッピングとガンダムカラー
のブルーをスポンジに少量つけたものを点付けして再現してある。写真ではほとんど判
別が困難であるが、そのほかのガンダムカラー、ブラウン、オレンジなどを点付けしたの
ち、綿棒でなじませて色変化をつけてある。ノズル内側は基本的にはつや消しブラック
をホワイトでドライブラシしたものであるが、さらに細かい表情をつけるために、薄く溶
いて塗ったウェザリングカラー上にラッカーホワイトを薄吹きし、充分に乾燥する前に
テレピン油を含む綿棒で拭き取ることで独特の質感を与えた

The tip of the engine nozzles went through the same weathering treatment as the rest of the exhausts. 

Galaxy Model's masking sets were used extensively. The part with a blue hue received chipping utilizing 

a sponge and acrylic silver paint. Gundam Marker blue was also applied with the same method. It's 

hard to spot through the photo, but other Gundam Marker colors such as brown and orange were 

dotted on some parts. The insides of the nozzles were painted with matte black and dry-brushed with 

white. To give a more convincing feel, a thin layer of lacquer white was sprayed on top of a dissolved 

Mr.Weathering Colors, and wiped off with cotton swabs moistened with turpentine oil.

40
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