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This page introduces the main weathering tools and materials used in this book. Most items are easily 

obtainable in hobby shops and art supplies stores.
本書掲載作品に用いられている道具およびマテリアルをピックアップし
ていく。そのほとんどが模型店や画材店で手に入るものなので、取り入
れたい表現があったら積極的に試してみてほしい

エアブラシはいずれもGSIクレオス製。広範囲は0.3㎜口
径（上）、繊細な箇所には0.2㎜口径（下）を使用するという
のは1/32スケールを手掛けている際と変わらないが、ス
ケールダウンに伴って0.2㎜口径のタイプをメインで使用
している。同様に、面相筆やドライブラシ用の筆において
も細く小型のものに変更している。形状改造などは行な
っていない

デカールを貼る前やウェザリング表現における下
地作り、デカールの保護などに使用。デカール保
護に使用する際にはなるべくデカールの範囲に限
定して塗布し、いたずらに塗面を厚くすることは
避けよう。ウェザリング表現の下地としてはその
つや消し具合でその後の作業における仕上りが変
わってくるので、適宜調整することを勧める

メタリック塗料は塗料によって塗膜の強度が異なり、基本的にはかなり弱い部類に入る。
メタリック塗装の上からウェザリング表現を追加する段取りになっているのであれば、強
い塗料を選ぶ必要がある。ホーネットでは排気ノズルにGSIクレオスの塗料を使用、アル
コール系マーカーによる焼け表現を追加している

乾燥前であれば修正がしやすく定着力もあるアクリル系塗料は、チッピングや剥がれなどの
劣化表現を書き込む際や、メインカラーのタッチアップなどにも使用。フィギュアの塗装で
はメイン塗料として使用されている。意外な部材であるガンダムマーカーはノズルの焼付
け表現に使用。他の塗料ではなかなか出せない繊細な表現が可能で重宝している。またペ
ンタイプなのでラインを描くにも便利。充分に乾燥させればそうそう剥がれることはない

タミヤエナメル系塗料

エアブラシ＆筆

クリアーコート系塗料

メタリック塗料

アクリル系塗料＆ガンダムマーカー

模型用定番塗料として掲載作品の随所に用いられている。一
般的な使用方法であるスミ入れやウォッシングのほか、塗料の
浸透力を利用して油の染み込み表現に使用。またラッカー塗
料の塗装面を意図して侵すためのマテリアルとして用いるな
ど、用途は多岐にわたる

　　　ウェザリング表現に使われている主な道具・マテリアル

Both airbrushes are of the GSI Creos brand. The 0.3mm nozzle is 

suited for working on larger surfaces, while 0.2mm can come in handy 

for smaller areas requiring delicate hand stroke. As this book focuses 

on 1/48 scale models, the 0.2mm airbrush was primarily used. Smaller 

and finer paintbrushes were selected for the same reason.

Clear coats are essential for preparing surfaces for the 

weathering stage and protecting decals after application. 

Matte clear can come in handy when you desire a more 

substantial weathering effect, as its rough surface will bind 

well with paint.

Generally speaking, the painted surface of metallic paints is relatively weak. If you wish to add various 

weathering effects on top of them, it's a good idea to pick metallic colors with strong scratch/thinner 

resistance. 

Acrylic paints are easy to work with right until they dry, and are used for chipping/peeling effects and 

touching up the aircraft's base color. Gundam Markers may seem out of place, but they are pretty useful for 

adding heat discoloration around the exhaust. They can be handled just like an ordinary marker, and after 

letting them completely dry, they bond well to the surface.

The "go-to" weathering paints for many  aircraft modelers, 

including Hayashi. Most commonly, they can be used for 

pin-washing but are also suited for replicating oil/grease 

seepage, as demonstrated on page 40.

Primary tools and paints for weathering

Airbrushes and paintbrushes

Tamiya ename-based products

Clear coats

Metallic paints

Acrylic paints and Gundam Markers
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最終的に表面はクリアーコートする。ツヤ消しのクリアーを吹くと、クリアーに含まれ
るツヤ消し材の影響で全体がやや白っぽくなる、というのも頭に入れておかないと、最

後に“思っていたのと違う”となりがちなので要注意
At the very end, all the weathering effects are sealed with clear coats. Keep in mind that applying 

matte-clear as a top coat will make the entire surface slightly whiteish due to the delusterant 

(mattening agent) in the clear paint.

15ウェザリングカラーのグランドブラウンを使ってスタビライザーの付け根やフチにさ
らに表情付け。使用するのは“一部が剥がれ芯のプラスチックが露出した状態のスポン

ジ筆”。このプラスチック部分でトントンと叩くように擦りつけると、硬質な汚れが得られる
The rotating axel and its base of the tail stabilizer get extra weathering treatment. A sponge attached 

to a plastic stick is used. Part of the sponge is ripped off, exposing the bare plastic stick, which gives 

a combination of soft (sponge) and hard (plastic) weathering effects. 

14

スタビライザーもゾルマスキング、塩マスキング、エナメル系塗料によるウェザリング
を行なった。塩マスキングの効果が顕著に見て取れる。パーツ単体だとかなりどぎつ

く感じられるが、胴体部分とのバランスを考えるとこれくらいの処理となる
The tail stabilizers received the same sol/powder-masking techniques, each utilizing a different 

mixture of enamel-based colors. The effects, especially that of the powder-masking technique, may 

seem rather intense. However, considering the balance with the fuselage, this should be no problem. 

13フラップと同様、垂直尾翼も下地のホワイトサーフェイサー、パネルラインや翼端のシ
ェード効果のためのブラック細吹きののち機体色の基本塗装。シェーディングの効果

を狙うのであれば、機体色はもっと薄めに吹いたほうがよい
As with the flaps, the vertical tail wings are painted with white surfacer as the primer coat, followed 

by black panel line shading, and then the base gray color. Adjust the dilution and the paint layer's 

thickness depending on how much you want the panel line shading to show. 

12

クリアーコートしたところにウェザリングカラーのグランドブラウンを置いていく。
全体に満遍なくではなく、表情に乏しいと感じられる部分に点付けし、うすめ液を含ま

せた綿棒や筆でボカす
Mr.Weathering Color's Ground brown is applied in spots over the flaps. As explained in step 7, these 

two parts are coated with clear to protect the underlying weathering effects. These spots are blurred 

and mixed in using a paint thinner, cotton swabs, and a paintbrush.

8 AKのフューエルステインを使ってパネルラインからの染み出しを追加。このエフェク
トでのポイントは“パネルラインのどちら側に染み出すのか”であり、汚れに境界を設け

ることでどういった種類の汚れかを演出できる。不要部分はマスキングテープで保護
Seepage of grime and oil from the panel line was replicated using AK Interactive's Fuel stain. The 

direction of the seepage determines the flow of air. Mask off the sections using tape, and apply AK's 

Fuel stain alongside the inner border of the tape. 

9

フューエルステインはテレピン油で湿らせた綿棒を使って拭き取りながら調整。微妙
な感覚だが汚れ方、染み出し方にはある程度の規則性があるので、細かい部分について

は綿棒よりも筆を使ったほうが汚れの広がり具合をコントロールしやすい
Previously applied Fuel stain was wiped off using cotton swabs and turpentine oil. Despite appearing 

random, most weathering effects on aircraft has a repeating pattern. Thus, it is easier to control each 

weathering effect in more delicate areas using a paintbrush rather than cotton swabs. 

10 オイル漏れの表現では、エアブラシでエアーを吹いて気流の流れを表現する。この場合
フューエルステインはかなり薄めに希釈しておく。実際にエアーで流すためかなり自

然な表情が得られるが、曲がったりして失敗したら拭き取り、を繰り返す
When replicating major oil leakage, an airbrush can come in handy. After applying thinly diluted 

Fuel stain, blow off the paint using an airbrush. You can achieve a very convincing effect using this 

method. Wipe off the Fuel stain if they take an unnatural path when blown away.

11
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F/A-18C HORNET

ACADEMY 1/32 SCALE
MCDONNELL DOUGLAS

　10機以上のホーネットを製作しているなかで3機目に製作したのが本機。
岩国基地で展開しているBATSだが、資料となる写真を探してもほとんど出て
こないほど“単座のBATS”はレア度の高い機体であり、そのレアさ加減が面白
いと感じて製作を開始した。そういった事情から実機とは機体番号が異なっ
ているのだが、模型的フィクションということでご理解いただきたい。
　本作は艦載機のグレーの表現に没頭していた時期の作品である。機体に塗
布されているグレーはもともとかなり明るい色で、これの明度を上げようと
してホワイトを足すのだが、その混入の幅はかなり狭く、明度差のコントロー
ルはかなり慎重に行なわれている。明度差を意識すると作品の仕上がりが変
わってくるという手応えを感じ始めており、迷彩のグレー塗装を模索してい
た時期でもある。
　本作は完成後にSNSやFacebookで発表するや、大きな反響を得たのだが、実
際に岩国基地でBATSに搭乗していたパイロットからメッセージが届いたの
は嬉しくも驚きの出来事であった。メッセージを重ねるうちに「単座のBATS
は岩国に駐留していたがイラクには参加していない」など実機についてのレ
アな情報が届けられたり、ほかにも実機を扱う整備兵など本職の方々からも
多くのメッセージが届けられ、自分の製作している模型が“本物のあるモケ
イ”であり、実際の世界と地続きであることを再確認することができた稀有な
作品となった。
　多くのホーネットを製作するなら統一感を持たせたいと考えていた時期だ
が、連作となる複座のBATSとは異なるブラウン系のウェザリング表現でまと
められているのが興味深い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■

Out of ten or so F/A-18s completed over the years, this model depicting the Iwakuni base’s 

VMFA(AW)-242 BATS aircraft was the third one Hayashi has built. Most of the Hornets operated by 

the VMFA(AW)-242 are two-seaters, and it is actually quite challenging to find any photos of a single-

seater BATS. For this reason, the numberings applied to the model are not accurate. Regardless, 

Hayashi found its rarity interesting and proceeded to build this F/A-18C. 

This model was built during the period when Hayashi was obsessed with gray, low-visibility schemes 

of carrier-based aircraft. The gray applied to the fuselage was originally quite light, but its brightness 

was further increased by applying highlight tones consisting of the original gray with some white 

mixed in. These highlight tones are mixed not half hazardously but with utmost precision to achieve 

the desired effect. It is interesting to note that the weathering of this Hornet, consisting primarily of a 

brownish color, is quite different from that of the two-seater F/A-18D showcased next. 

Upon completion, this model was received very positively amongst various SNS platforms. Hayashi 

was pleasantly surprised to get a message from an actual F/A-18 pilot who flew in the VMFA(AW)-242 

at Iwakuni. Learning first-hand accounts, such as that the single-seater Hornets deployed in Iwakuni 

did not participate in combat over Iraq, was nothing but exciting for Hayashi. He also received many 

other messages from real-life maintenance crews and felt a strong bond with people worldwide, 

connected through his scale model. 

VMFA(AW)-242 BATS
USMC MCAS IWAKUNI
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This section explains Hayashi's most basic painting process when building 

the 1/32 scale Hornets. All of the works featured in this book and most of 

Hayashi's other builds are based on the painting technique showcased here. 

CASE 002

もっとも基礎的な
ロービジ 1/32 ホーネットの作り方

1/32 ホーネットを製作する際の最も基本的な工程を解
説。本書で掲載した作品は全てこの一連のテクニックか
らの応用であり、ここから各々の作風へと派生していく

下地のサーフェイサーはかなりムラがある吹き方。これはあくまで機体色を乗せるた
めの“足付け”の意味合いが強いのでそんなに神経質にならなくても問題はない。パネ

ルラインなどが埋まってしまわないよう吹き付けに注意する程度でかまわない

パネルラインやリベットモールドを残すように、基本色にホワイトを追加した明るめの
グレーを吹いていく。シェーディングを残すように機体色を吹き付けたとしてもこう

はならない。またフラップなどパネル単一の面積が広い部分の意図的な塗りムラにも注目
Create a lighter shade of gray by adding a few drops of white paint to the base color, and spray it 

on the model. Avoid airbrushing over panel lines, and keep some areas sprayed unevenly, especially 

those with large surfaces such as the flaps. 

4

A primer is airbrushed unevenly. This step is just to enhance the adhesion of the base color to the 

plastic surface, so there is no need to achieve perfect paint coverage. Avoid spraying too thick as that 

will fill up the details and the panel lines. 

機体本体に下地の上からシェーディングをブラックで吹き付ける。1/32ともなるとか
なりパネルラインも細かく再現されているが、必ずしもそのすべてにシェーディングを

行なう必要はない。これはむしろ“パネルラインを可視化する”ための儀礼的な工程なのだ

必ずしも下地の色味を意識しなくても問題ない。一発でキチンと思った通りに塗り分
けることなど不可能に等しいし、この時点で「やり過ぎたかな？」と思ったら前段階に立

ち戻ってリカバリーすればよいだけ。実際、この工程も行ったり来たりを繰り返している
It is almost certainly impossible to reach your desired effect in one go. Get used to retouching 

and reapplying weathering effects until you are satisfied. Hayashi himself repeated the process of 

applying base color and its highlights multiple times between steps 4 and 5. 

5

Pre-shading is applied using black paint. At such a large scale, most of the panel lines present on the 

actual aircraft are represented in the model. However, there is no need to pre-shade all panel lines, as 

this is more of a ritualistic procedure to accentuate the presence of surface details. 

2

1
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次に機体色のグレーを全体に塗布。本作では、かなりしっかりとグレーを吹いているの
であまりシェーディングは残っていない。無論シェーディングをわざと残す場合もあ

るのだが、それは事前にどのように塗装するか、というプランニング次第で変化する
The base gray color is airbrushed. For this particular build, the base color was sprayed quite heavily, 

leaving almost no trace of the previously applied pre-shades. Of course, there are cases where the 

shading effects are left more pronounced. It all depends on the final finish you are trying to achieve. 

3
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