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さあヒコーキ模型の
世界に飛び込んでみよう！
「飛行機のプラモデルに挑戦してみたいけど、なんだかむずかしくて大
変そう……」なんて思っていませんか？　でもこの一冊を読みながら作
ると絶対に大丈夫。まずは自分のペースで 1機を完成させてみるところ
から、あなたの素敵なヒコーキ模型ライフを始めちゃおう！

THIS IS THE BEGINNING OF YOUR WONDERFUL SCALE MODELLING LIFE!!
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THIS IS THE BEGINNING OF YOUR WONDERFUL SCALE MODELLING LIFE!!

子供の頃から通っていた模型
屋の店員に、いつの間にかなっ
ていた20代の女の子。プラモ
デルを作らない休日は自転車
で走ったり軽登山したりと意外
とアクティブな一面も

とあるアクション映画がきっか
けでヒコーキ模型に興味を持っ
た大学1年生。プラモデルの知
識はゼロだけど、手先は器用な
方なので少し自信アリ。趣味
はギターと映画鑑賞、犬の散歩
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ヒコーキモケイって何ですか？
この本に掲載されている「飛行機模型」。そもそも飛行機の模型（プラモデル）とは一体どんなものなの？
箱を開けると、どんなものが入っているの？　という素朴なギモンをここで解説しちゃおう！

箱を開けると、何やら透明の袋にた
くさん入っているね。そう、これが
飛行機模型の本体なのだ

箱を開けると……

枠のようなものに、無数のパーツが繋がって
いるよ。これらを自分でカットして組み合わ
せていくことで、かっこいい飛行機になるんだ

バラバラだ〜

飛行機模型の
中身を見てみましょう〜
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プラモデルは自分で色を塗るのも楽しみの
ひとつ。箱には美しい色を纏った飛行機が
描かれているけど、このように大半のプラ
モデルはグレー1色なことが多いんだ

色は塗られてないよ！

こうやって部品をひとつずつカットして自
分で組み立てていくこと。この楽しさがプ
ラモデルの醍醐味だ

道具を使って、自分の手で
組み立てるのがプラモデル！

多くの飛行機模型は、接着剤
でパーツを貼り合わせて形に
していく。小さなパーツがど
んどん組み合わさってひとつ
の飛行機が完成するよ

接着剤で
パーツ同士を
貼り合わせます！！

ラジコンのようにブンブン飛ばして遊んだりはしないよ。
組み立てや、色を塗ったりするのを楽しむんだ。完成し
たものは棚に飾ったりするのもいいね

ラジコンとは違うよ！	　
ヒコーキモケイは飾って楽しむもの

さぁ、めくるめくヒコーキモケイワールドへ GO!!!

え！　色って
塗られていないの？

ほとんどの飛行機模型は
自分で色を塗るんですよ
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飛行機模型には
たくさん種類があります
ひと言に飛行機模型と言っても様々な種類があるぞ。それだけとっても
豊かな世界が広がっているってこと。飛行機模型にはどんな種類があるのかな？

飛行機模型の主軸！
レシプロ機

飛行機模型のなかの一大勢力が「第二
次世界大戦」頃に活躍した飛行機たち。
日本人にとっては一番馴染みのある「ゼ
ロ戦」もこの種類に入ってる。プロペラ
が付いている、ジェット機が登場する前
の飛行機だ。メッサーシュミット Bf109
やスピットファイア、P-51 マスタングな
ど歴史を代表する名機が揃っているぞ

第一次世界大戦で
登場した複葉戦闘機

第一次世界大戦に登場した飛行機たち
のプラモデル。おもに海外のプラモデル
メーカーが発売している。この時代はほ
とんど主翼が２枚の"複葉機"。細かい部
品や、紐なども使う場合が多いのでちょっ
と難易度は高めだよ

世界各国の名機のほとんどがプラモデルに
なっている。日本を代表する戦闘機・ゼロ
戦は、世界中のヒコーキ模型好きからも愛
されているんだ

飛行機の歴史を彩った
世界中の名機を手にできる！

飛行艇としては、当時世界最高の性能を
誇った傑作機「川西 H8K 二式飛行艇」。通
称「二式大艇」として愛される飛行機。こ
のように戦闘機だけではなく飛行艇や爆
撃機など色んなレシプロ機がプラモデルに
なっているぞ

戦闘機だけじゃないよ

第一次世界大戦で初めて飛行機が
戦争に使われたんだけど、まだ全体
に金属が使われておらず、木や布も
大量に使われている。見た目にも美
しいデザインや、派手なカラーリン
グが多いのも特徴だ

まるで空を舞う芸術品

三菱 A6M5c 零式艦上戦闘機 52 型丙（1/32　税込 5500 円）
●ハセガワ　問ハセガワ

川西 H8K2 二式大型飛行艇 一ニ型（1/72　税込 8800 円）
●ハセガワ　問ハセガワ

ソッピース・パップ RNAS
（1/32　税込 1 万 670 円）

●ウィングナットウィングス
問店頭在庫のみ
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飛行機模型には
たくさん種類があります

レシプロ機に並ぶ
豊かな世界が　
ジェット機だ
第二次世界大戦末期から現在に至る
までの飛行機の歴史を紡いでいるのが
ジェット機。登場してから退役（運用が
終わったもの）したもの、現在進行形で
バンバン使用されている飛行機などがラ
インナップされてるぞ。最新鋭のステル
ス機も続々と発売されていて、テレビで
見たことがあるようなジェット機も多数
キット化されているんだ

ヘリコプターも
忘れちゃいけません！

軍用、民間用とヘリコプターのプラモデルもたくさんあるよ。翼とは
異なるローター（回転翼）の迫力、独特の形状など同じ飛行機模型で
も一味違った楽しみ方ができるのが特徴だ

みんなのワクワクを
乗せて飛ぶ「旅客機」

国内や海外へ行く時に乗る旅客機は一番身近な飛行機。航空会社ごと
に異なるカラーが施された商品が発売されてる。空港に行けばじっくりと
実物を見られるのも、旅客機プラモデルの楽しみだね

こちらはF-35 ライトニングII。最新鋭のステルス機として自
衛隊にも配備されている。現在進行形の空の歴史を楽しめ
るのも、ジェット機プラモデルの魅力なんだ

飛行機の「今」を手に取ることができます

実機もプラモデルも世界中で愛されるジェット戦闘機の代表「F-4 
ファントムII」。ジェット機のプラモデルの多くは、完成するとレ
シプロ機よりも大きく存在感は抜群だ！

退役したものから最新鋭機まで楽しめるよ

静岡県消防防災航空隊が使
用する防災ヘリ「オレンジア
ロー」。ヘリコプターのプラ
モデルにはドクターヘリなど、
人の生活をサポートしてくる
物も多数発売されている

マクダネル・ダグラス F-4B ファントム II
（1/48　税込 8360 円）

●タミヤ　問タミヤ・カスタマーサポート

F-35A ライトニング II
（1/72　税込 2860 円）
●ハセガワ　問ハセガワ

BK-117“ 静岡県防災ヘリ オレンジアロー ”
（1/32　税込 4860 円）●ハセガワ　問ハセガワ

SH-60J シーホーク ( 海上自衛隊 )
（1/72　税込 1320 円）

●ハセガワ　問ハセガワ

ANA ボーイング 787-8（1/200　税込 2640 円）
●ハセガワ　問ハセガワ

日本航空 ボーイング 787-8（1/200　税込 2640 円）
●ハセガワ　問ハセガワ
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飛行機模型の大きさ
「スケール」を知って、
楽しくヒコーキモケイを選んでみよう！
同じ飛行機でも、様々な大きさで発売されてい
る飛行機模型。多くのプラモデルは「スケール」
という言葉を使って大きさの程度を表している
んだ。1/72（ななじゅうにぶんのいち）、1/48
（よんじゅうはちぶんのいち）、1/32（さんじゅ
うにぶんのいち）と3つのスケールが飛行機模型
では主流。これは「実際の飛行機の大きさを72、
48、32で割った時のサイズ」を意味しているよ。
なので、同じ飛行機のプラモデルでも大きさが
違うものを楽しめるんだね

箱の目立つ場所に「1/72（または
1:72という表記もある）」「1/48」

「1/32」と書かれているぞ

スケールごとに模型の特徴も変わってくるんだ
大きさによって、プラモデルの精密さや部品数
なども変化して、それぞれに特徴が出てくる。
各スケールの特徴を簡単にまとめてみたぞ

1/72
小さめサイズで、おおよそ12㎝〜20
㎝くらい。手のひらサイズのものが
多く、パーツ数も少なめ。完成して
も場所を取らないから、たくさん並
べてコレクションするにも最適だ

1/48
20 ㎝〜 30 ㎝く ら い。 棚 な ど に
飾っておくにはちょうど良い大き
さ。1/72スケールよりも精巧なプ
ラモデルが多く作り応えもあります。
ジェット機になると1/48スケールで
もかなりの大きさになるよ

1/32
30㎝以上のものが多く、完成する
と大きい。各メーカーが超本気で開
発したプラモデルキットが多く、組
み立てるだけで存在感抜群の迫力
に仕上がる
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飛行機模型の大きさ
「スケール」を知って、
楽しくヒコーキモケイを選んでみよう！

親子みたいですよね〜
みんな同じ飛行機ですけど

サイズが違うんです

1/32

1/48

1/72
さくっとこの飛行機作りたいな〜って時は1/72を
チョイス！　ある程度存在感があって適度な大き
さの模型を作りたいとなれば1/48を。デカくてす
ごいのを作ってみたい！　って時は1/32を手にし
てみる……そんな感じでサイズとスケールのこと
が分かってくると、今あなたが楽しみたい飛行機
模型を選ぶことができるようになるはず！
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ヒコーキモケイを楽しむための道具たち
プラモデルを作るためには「工具」（模型を作る道具のこと）が必要。ニッパーやデザインナイフ、ピン
セット、接着剤……いろんな工具を使いながら飛行機模型は完成するんだけど、模型店にはすごい数
の工具が販売されてて、初めて行くと正直何を買っていいのか分からなくなっちゃう……。そこで「ま
ずはこんな工具たちをショッピングカートに入れてみるといいよ」というものを集めてみたよ

一度揃えれば、
どんなプラモデルも楽しく
なること間違いなし！！

TOOLS 01

プラモデル工具の王様「ニッパー」プラモデル工具の王様「ニッパー」

オススメはタミヤの先細薄刃ニッパー
（ゲートカット用）。こちらは刃の先端

がとても細く、ヒコーキモケイの小さな
パーツのカットにも難なく対応してく
れるよ！　またほとんどの模型店で購
入できるので、使い続けてダメになった
ら、すぐ買い直せるのも魅力的

●	ニッパー

一
番
よ
く
使
う
も
の
だ
か
ら
こ
そ

良
い
も
の
を
買
お
う
ね

枠からパーツ（部品のこと）を切り離す。この工程を何度も繰り返すのがプラモデル
製作の基本。また、飛行機模型のパーツはとっても精密。それゆえに、プラモデル専
用のニッパーを使おう。プラモデル専用のニッパーは100円ショップなどで売ってい
るニッパーとは段違いの性能。ピシッと切ることができると、さらにプラモデル作り
が楽しくなるぞ

先細薄刃ニッパー（ゲートカット用）
（税込 3190 円）
●タミヤ　問タミヤ・カスタマーサービス
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TOOLS 03

ヒコーキモケイの「切る」を支える超重要工具ヒコーキモケイの「切る」を支える超重要工具

デザインナイフはお手軽に刃を交
換できるので、常に切れ味を保つ
ことができる。さらに、カチカチと
言う通常のカッターよりも非常に
取り回しやすいので、プラモデル製
作との相性が抜群なんだ

●	デザインナイフ

デ
ザ
イ
ン
ナ
イ
フ
は

細
か
い
作
業
に
と
っ
て
も
便
利
！

モデラーズナイフ（税込 1045 円）
●タミヤ
問タミヤ・カスタマーサービス

TOOLS 02

飛行機模型は接着剤が必要飛行機模型は接着剤が必要

飛行機模型の多くは「接着剤」を使用して組み立ててい
く。接着剤と聞いただけで「難しそう」と思ってしまっ
たそこのあなた！　もうそんな時代は終わり、今は接着
剤がとても使いやすくなっているので、簡単にキレイに
パーツを接着することができるんだ。その代表的な接着
剤をふたつ紹介するよ

●	接着剤

接
着
剤
の
蓋
の
裏
に
は

ハ
ケ
が
付
い
て
い
ま
す
！

パーツとパーツを合わせた隙
間に流し込んで使用するタイプ。
接着剤のはみ出しが少なく接
着面がきれいに仕上がるよ

「白フタ」の愛称で親しまれる定
番の接着剤。粘度が高くてトロ
トロしているのが特徴だよ。フ
タの裏のハケでパーツにペタペ
タと接着剤を塗って使用するよ

プラモデル用接着剤のスタンダードなのが、フタの
裏についてあるハケ。このおかげで狙ったところ
に接着剤を的確に塗ることができるんだ。詳しい
使い方は第2章の組み立て編を参照してね

タミヤセメント　（税込 220 円）
●タミヤ　
問タミヤ・カスタマーサービス

タミヤセメント
（流し込みタイプ）速乾　
（税込 374 円）●タミヤ
問タミヤ・カスタマーサービス
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キットを開けて中身を見てみよう！キットを開けて中身を見てみよう！

step.01

CHAPTER.02

ヒコーキモケイを組み立ててみよう！

柔らかい素材で、プロペラな
ど動くパーツの固定に使用
する。予備が付属する場合
もあるけど、小さいパーツな
ので無くさないよう注意

大きな枠に様々なパーツが
繋がっている。これがプラ
モデルの最初の姿。パーツ
が繋がったプラスチックの
枠を「ランナー」って呼ぶ
んだ。プラモデルによって
入っている枚数は異なるぞ

この説明書を見ながら、
パーツを切り出したり組み
立てたりしていく。説明書
や塗装図の読み方はこの後
のページで紹介していくね

ポリキャップ

パーツ

組み立て説明書

飛燕のプラモデルを開けてみよう！　箱のなかには、いったいどのようなものが入っているんだろう？
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グレーのパーツだけじゃな
くて、キレイな透明パーツ
（クリアパーツ）も入ってい
る。窓ガラス（キャノピー）
やライトパーツなどの表現
に使用される

これ、シールじゃないんで
す。シールよりも格段に薄
い「水転写デカール」とい
うもの。リアルなマーキン
グを手軽にプラモデルに貼
ることができるすごいヤツ
なんだ。こちらは第4章で
詳細に紹介するよ

クリアパーツ

デカール
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組み立て前にこれだけは覚えておこう組み立て前にこれだけは覚えておこう

ランナーの見かた

パーツは「ランナー」に「ゲート」を介し
て繋がっているんだ。ここからパーツを
見つけ出して組み立てていくには、3つ
の要素であるランナー名、ゲート、パーツ
番号を確認する必要があるよ

赤色の部分はランナーと言って、パーツ
が収まっている大枠を示す。「A」や「B」
などアルファベットで区別されている

ランナー

パーツとランナーを繋ぐ細いプラスチッ
ク、これを「ゲート」と呼ぶんだ。この
ゲートをカットすることでパーツをラン
ナーから取り出せるぞ

ゲート

1番と書いてあるね。これがパーツ番号。
このパーツは、Aランナーのなかの1番
パーツと言う意味なんだ

パーツ

step.02

CHAPTER.02

ヒコーキモケイを組み立ててみよう！

これは Aランナーの
パーツ①なんだね！

組み立てるには説明書を読んでパーツを探していく必要がある。そのためには、ちょっとだけ知っておいてほしいことがある。
簡単なのでサクッと覚えて組み立てをスタートしよう！
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まずはステップ①を
見つけ出そう11
説明書はパーツの組み立て順に並んでい
るよ。まずは1番最初の手順であるステッ
プ①のところからスタートしよう

いろんな記号が
あるけど見るのは
ひとつだけ！

22
コクピットの組み立てにク
ローズアップすると、たくさん
の指示マークがあるのが分か
るね。パーツを切り出す時は
赤で記した「A22」などのパー
ツ番号だけ確認すればOKだ！

説明書の読みかた

説明書を開いてみよう。様々な文字や記号がたく
さん！　ちょっと混乱しちゃうかな？　でも大丈
夫。組み立てるだけなら、チェックしていくとこ
ろはとてもシンプル。順を追って見ていこう
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ニッパーを使って必要なパーツを切り出すニッパーを使って必要なパーツを切り出す

step.03

CHAPTER.02

ヒコーキモケイを組み立ててみよう！

必要なパーツを
探し出そう11
ステップ①の「A14」のパーツを
カットしてみよう。Aランナーか
ら14番のパーツを見つけ出そう

パーツを
ニッパーで
切り出そう

22

組み立てるパーツの探し方を覚えたら、見つけたパーツを実際にカットしよう。
使用するのはプラモデル作りで一番使用する工具、「ニッパー」だ

ニッパーの表（平らなほう）を、
カットするパーツと向かい合うよ
うに刃を入れよう。カットするの
はゲート部分。パーツのギリギリ
でカットしないで、少しゲートを
残し気味にして切るのがポイント

いよいよ組み立て開始！
　頑張るぞー！

ニッパー

使うもの
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残ったゲートを
きれいにする33
このようにカットすると、より
きれいにゲートを除去できる
よ。一度でカットしようとする
とパーツによっては破損する可
能性もある。2度切りはキレイ
かつ安全にパーツをカットでき
る方法なんだ

必要な場合は
紙やすりで
仕上げる

44
もしゲートが少し残ってしまっ
たら、紙ヤスリで削ってあげよ
う。力を入れないで軽く擦れば
キレイに仕上がるよ

ゲートを残し気味でカット！ ニッパーの刃をしっかりとパーツに密着
させて、残ったゲート部分をカット

キレイにカットできました！

紙ヤスリ

使うもの
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