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Murakami's for te is the combination 
of female figures and machines. The 
quintessence of his work is the contrast 
between the organic, soft texture of a 
woman and the inorganic mechanical 
features of a machine. 

村上圭吾の得意とする女性×機械の
組み合わせの作品。有機的で柔らか
な質感と無機質な機械部分との描き
分けは村上作品の真骨頂と言える。

MACHINA
2021年製作　1/8スケール
さいそう 原型
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村上圭吾の愛用品たち

Regardless of the kit's material (both resin and injection plastic), Murakami uses 
GSI Creos and Vallejo spray cans as primers. He prefers to spray Vallejo's primer-
surfacer with an airbrush when working on small-scale or delicate subjects. Each 
company's primers have a slight color difference despite having similar names. 

レジン製、インジェクションキットを問わず、フィギュアの下地
にはGSIクレオスやファレホの缶スプレーを愛用。スケールの
ちいさなものや繊細な造形なものの場合は、ファレホのプライ
マーサーフェイサーをエアブラシで塗装するとのこと。各社で
若干の色味の違いもあるという。

下地塗料 SURFACE PRIMER

In the early days, Murakami used Vallejo water-based paints. He now prefers 
tubed water-based acrylic paints since they have an excellent vividness and 
matte texture af ter drying. His other go-to paint brands are Scale 75, 502 
Abteilung, and KIMERA. Murakami also uses oil or lacquer/enamel-based paints, 
depending on the situation.

初期はファレホのボトル入り水性塗料を使用していたとのこ
とだが、現在はチューブ入りの水性アクリル絵の具がメインに。
発色の良さや、乾燥後のマットな質感が魅力とのことだ。ス
ケール75や502アプタイルンクのチューブ入り塗料を中心に、
最近はキメラカラーのボトル入り水性塗料も併用。じつは絶
対に水性塗料しか使わない、というわけではなく、塗りたい質
感によっては油彩やラッカー系、エナメル系の塗料を使用する
こともあるのだ。

メイン塗料 MAIN PAINTS

K
EIG

O
 M

U
R
A
K
A
M

I'S FIG
U
R
E PA

IN
T
 N

O
T
ET
O
O
LS

0
0
8



0
3
4

Murakami's works can be characterized 
by the expression of each one's eyes. 
Despite the matte finish, viewers can 
feel the light (and a sense of life force) 
in their eyes. 

質感の豊かさはもちろん、村上作品の
女性は目の表現に特徴がある。マット
な仕上がりにも関わらず、描かれる目
からは光を感じることができるのだ。

Border Hunter Girl
Anna ＆ Rita
2022年製作　ノンスケール
頑途models
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D
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Day1
All par ts were prepped and pre-assembled to check the overall 
condi t ion of the f igure. Desp i te i t s la rge s i ze, the f i t of each 
component was surprisingly well. Murakami typically assembles the 
entire kit before painting. However, for this one, he decided to leave 
some segments, such as the gas mask and hands, separate.
Day2
The entire surface is primed with a black surfacer, followed by a 
lighter, grey surfacer sprayed from the direction of the light source. 

Day1
全パーツの成形を行ない仮組み。大型のキットだがパーツ
の合いは良好だ。小型のものであれば全体を固定し塗装を
行なうが、大型のフィギュアなので取り回しなどを考慮し接
着固定をしていない。また、マスクや手などの一部パーツも
取り外し可能に。

Day2
サーフェイサーで全体の下地塗装を行なう。黒のサーフェー
サーで最初に全体を塗装後、光源を意識してグレーのサー
フェイサーを塗り重ねた。

D
ay.3

D
ay.3

D
ay.3

Painting begins from her skin parts using Scale 75's (SC) Pink flesh 
with a small amount of Light flesh and Burnt skin to adjust the tone. 
Base painting of the skin color was done using a large brush.

▲顔や肌色部分から塗装を開始。肌はスケール75（以下
SC）のピンクフレッシュに少量のライトフレッシュとバーン
トスキンを加えバランスを調整。面積が広いので、比較的
大きめの筆で塗っていく。濃度にだけ注意。

Roughly shade the entire skin surface. In order to check the balance 
of the face, hair parts are attached temporarily during these steps. 
From now on, a smaller, more delicate painting brush is used for 
detail work.

▲ざっくりと全体に陰影を加えていく。顔のバランスを確
認するために前髪などのパーツを取り付けて確認しながら
作業を進めた。このあたりから筆は面相筆に切り替え。

About an hour has passed since the beginning of the painting, and 
overall image of her skin and shadows has been roughly determined. 

▲だいたいの肌の陰影のイメージを固めていく。作業開始
からここまでだいたい1時間程度。

D
ay.4

D
ay.4

D
ay.4

Highlights of the skin are painted using SC's Art white, gradually 
mixed into the original skin color. The whites of her eyes are roughly 
filled in at the same time. 

▲ハイライトの工程を開始。SCのアートホワイトを少しず
つ加えながらラフに塗り進める。また、この時点で白目の下
地も塗装していく。

No doubt, the face is one of the essential segments of a figure in all 
genres. Her line of sight is roughly finalized, and the blacks of the 
eyes are drawn in. 

▲女性フィギュアに限らず、顔は非常に重要な部分。目線
についてもじっくり作業を進めたい。ここで目線をある程度
かため、黒目部分のラフを描く。

The underlying brown of the iris was painted with a mixture of SC's 
Art black and Burnt skin. Her line of sight is finalized after checking 
the balance between the overall atmosphere of the figure.

▲虹彩の下地の茶色は、SCのアートブラックとバーントス
キンの混色を使用。全体の雰囲気と照らし合わせながら、
何度か確認と調整を繰り返し目線を確定させる。

村上作品でもっとも多いのが女性フィギュアの作品だ。そのどれもがカワイイ仕上がりで目を惹くものばかりである。

かと言って、そのどれもが同じ仕上がりではない。今回のふたりも、やはりそうだ。果たして村上作品のカワイイの秘密はどこにあるのだろうか。

マスク越しでも伝わる村上流の「カワイイ」
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The figure was temporarily assembled and primed using a black 
surfacer. Next, a grey surfacer was sprayed from the direction of 
the light.

▲全体を仮組みし、下地塗装。黒のサーフェイサーでコー
トしてから、光源を意識してグレーのサーフェイサーを重ね
ている。

The skin tone is mixed from Scale 75's (SC) Pink f lesh and Light 
f lesh, with slight adjustments made using SC's Golden f lesh and 
Burnt skin. 

▲肌色はスケール75（以下SC）のピンクフレッシュ、ライト
フレッシュの混色にゴールデンフレッシュやバーントスキン
で調整している。

His cheeks received some warmth using SC's Crimson. Greens and 
Dark ultramarine were mixed into the base skin color to be applied 
on shadows.

▲頬にSCのクリムゾン、シャドウ部分に混色した緑やSCの
ダークウルトラマリンをそれぞれ肌色に混ぜ、アクセントに
している。

D
ay.1

D
ay.1
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The beard on his face has a rough appearance. This is achieved 
by intentionally leaving the painting sur face un-prepped. More 
highlights of the skins are drawn using SC's Art white.

▲髭は下地のサーフェイサーを荒く残している。ハイライト
の工程もどんどんタッチを進める。肌色にSCのアートホワ
イトを追加し調整。

The blue and red hue of the skin is adjusted accordingly until an 
ideal balance is achieved. At the same time, his eyes are roughly 
painted. 

▲青みや赤みを調整しながら肌を整えていく。この段階で
目もラフに仕上げていく。

The face and head parts are temporarily attached to the body piece 
to check and adjust his sightline. 

▲顔パーツを胴体に取り付け、視線のチェックを行なう。
再度視線の微調整を行なった。

D
ay.2

D
ay.2

D
ay.2-3

Imitating a certain anime character, his eyebrows and beard receive 
more details with a more delicate paintbrush stroke. The face is also 
lightly weathered to give the pitiless feel of the battlefield.

▲某アニメのキャラクターをイメージしながら、眉毛周辺や
髭を描き加えていく。顔の汚れもうっすらと追加している。

The focus of the painting shifts to his helmet, hood, and straps. The 
base color of the hood is a mixture of brown and skin tone, followed 
by a variety of previously used colors on the palette. 

▲フードやヘルメット、ベルト部分を開始。フードは茶色と
肌色の混色をベースに、パレット上の絵の具をわずかに追
加し塗り重ねている。

The borderline between his face and the hood is refined. Tobacco 
is also painted at this point. The tip seems a little too bright but was 
dimmed at the later stages of the painting.

▲顔とフードの境目部分を整える。タバコも塗装、このタイ
ミングでは先端を明るくしすぎたので、あとで修正を加えて
いる。

泥臭い男の魅力をたっぷりと味わい尽くす
ミリタリー系のバストモデルは、顔の造形のみならず、装備品や服装のひとつひとつにも高い質感表現が求められる。今回の作品ではそうした

質感表現はもちろん、村上流の遊び心が要所で塗り込まれる。男性フィギュアならではの楽しみ方を、心ゆくまで堪能した村上流ミリタリー作

品である。
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With a total height of approximately 
170mm, the amount of informat ion 
condense d i n to t he s i ze o f a smar t 
phone is overwhelming. The knight's 
armor cleverly reflects the landscape.

全高約170㎜と、スマートフォンほど
のサイズに凝縮された高密度の情報
量は圧巻。甲冑には、自然の景色の写
り込みまでが再現されている。

聖杯の騎士ガラハッド
2022年製作　75㎜スケール
Big Child Creatives
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Winner of the Gold Pr ize at the 2019 
MMC (Miniature Modeling Contest) 
held in Korea. Murakami's mastery of 
replicating the textures of each material 
is breathtaking. 

2019 年、韓 国 で 開 催 された MMC
（Miniature Modeling Contest）にて金

賞を受賞した作品。質感表現の巧み
さに目を奪われる。

北嶺綺譚
2018年製作　ノンスケール
小抹香Ke 原型
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