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'85年に創刊した模型専門雑誌『月刊モデルグラフィックス』に
は創刊当初より数々のガンプラ作例やスクラッチビルド作例が掲
載され続けてきていますが、本書はその膨大な作例群のなかから
ジオン系機体を題材とする作例をピックアップしまとめたもので
す。なお、本書内でのガンダム世界考証は模型を楽しむための独
自のもので、公式設定を下敷きにしていますが、サンライズ公式
設定ではないことをお断りいたします。
＊本書では基本的に雑誌掲載当時の記事表記に準じるようにしています。そのため、
「本誌」＝『月
刊モデルグラフィックス』
、
「MG」＝マスターグレード、
「PG」＝パーフェクトグレード、
「セン
チネル」＝ガンダムセンチネルの略となっています。また、記事中にあるマテリアルやキットに関
する表記は掲載当時のものになっているため、現在は販売が停止されていたり名称が変更になって
いたり価格が改訂されていたりする場合がありますのでご了承ください
ⓒ創通・サンライズ
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すべてのＭＳの原点にしてもっとも作るのが難しくおもしろい、
それがザク。
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ガンプラ歴の長いモデラーの方ならわざわざ改めて
言われなくてもおわかりのことと思いますが、ザク
を立体で作るのはとても難しい！ 『機動戦士ガンダ
ム』アニメ冒頭で我々の心をわしづかみにするザク。
10人のモデラーがいれば10の違うザクができ
あがるというほど、ザクの模型にはモデラー
おのおのの思い入れとこだわりがこめられ
ます。マジメに語り出すと止まらなく
なるザクのガンプラを、40周年を機に
改めて見つめ直してみませんか？

＊本特集内では、上に掲載している『機動戦士ガンダム』の大河原邦男氏
によるザクⅡの設定画稿を「設定画」と表記しています

？

『機動戦士ガンダム』
アニメ設定画の
イメージ

歴代ザクIIガンプラ
傾向早見チャート

初代1/100

▶ザクのガンプラの元祖である初代
1/144からMSVシリーズまでは、
原典である設定画／アニメ劇中イメ

歴代のザクⅡのガンプラを、発売時期と立体化の際のアレンジの傾向
で分類してみるとこうなる。時期によってトレンドはあるものの、同じ

ージをそのまま再現。どれも製品化

ものはふたつとなく、それぞれに魅力を持っている

から40年近く経っているが、MG
以降はガンプラ独自の方向にアレン
ジが進化していったので、これらの

▶こうやって時期／アレンジ傾向で分類して
みると、ぽっかりと空いたところに存在感を

原典の再現を指向したキットはいま
でも貴重な選択肢となっている

示しているのが初代HGUC。MG以降の製品
で、原典的なすっきりしたディテーリングに
大きな頭部と足といった特徴を兼ね備えてい
るのはいまでもこの初代HGUCだけ

初代HGUC
◀いまもっとも新しいザクⅡのガンプラが、

MSV マインレイヤー

このHGUC №234。すっきりとしたディテ
ールの全身に最新可動ギミックを詰め込ん
で、「ザクのガンプラはアニメ劇中のように
は動かない」という常識を破ったリメイク

初代1/144

作だ。軟質素材の腰アーマーといった実験
的な新要素も盛り込まれていておもしろい

MG Ver.2.0

新

◀ザク系のバリエーションはもちろん、グフやゲルググといっ

HGUC №234

旧

たジオン系MSとの系譜やメカニズムの違いを立体で表現しよう
としたMG Ver.2.0。外観のディテール的にはすっきりした設定
画的な雰囲気だが、フォルムは別物になっている

▼原典とは別にリアレンジされ、
一大バリエーション製品群を生ん
だTHE ORIGIN版 HG。 ギ ミ ッ

FG

ク的にも贅沢な仕様になっている

PG

HG『第08MS小隊』

初代MG

RG

HG『THE ORIGIN』

▶パラレルな世界観で
描かれた『サンダーボ
ルト』版のザク。原典
とは完全な別物で、シ
ーリング表現など、新
たなザクのリアリティ
ーが模索されている

▲原典とは異なるディテールアレンジを初めてはっきりと打ち
出した初代MG。その後のFGまでの4製品は、バランスなどに
▲PGを縮小したような全身フレーム構造や分割多層式動力パ
イプ、1/1ガンダム立像のような外装色分けを採用している
RG。すごくパーツ数が多く見えるが、フレームがあっという
間にできあがり合わせ目消しも不要なので意外と組みやすい

HG『サンダーボルト』

違いはあるものの基本的に初代MGのアレンジを下敷きとして
立体化されている。発売当初は「まったく新しいザクが登場し
た！」という受けとめられ方だったが、近年のザクのガンプラ
のアレンジと見比べると、大きめの頭部、前面ピーク位置が低
い胸、甲高で上下に長い足など、思いのほか原典である設定画
の雰囲気を再現している箇所も多い。発売から結構時間が経っ
ているが、いまでもこのころのザクのキットのファンは多い

アレンジ強め

てるけど、それってあくまで自分としては、ってこ

ムはそのときどきに一機しかいないからね。

原 カッコよければいいというのには大賛成だけど、

とで、全体としてひとつの正解みたいなのがあるわ

新 たしかに。ネタじゃなくてガチだとブライト専

ザクって「カッコ悪いところがカッコいい」んだよ。

けじゃないんだよ、ザクの場合は。

用ガンダムはアウトだけど、マ・クベ専用ザクとか

？ どっちなんですか!?

新 ガンダムだと、時代ごとにトレンドは変わるけ

キシリア専用ザクはあり。

原 イケメンじゃなくて性格俳優がいいみたいな。

ど、わりとひとつのカッコよさに収斂していくね。

？ ボクならデギン専用ザクとか作っちゃいますね。

新 わかりにくいよ（笑）
。

原 ザクってモデラーによって理想形が違うんだよ

新 その発想はなかった（笑）
。コクピットを専用

原

ね。だから、自分なりに作ったザクを持ち寄って見

にデカくしないと乗れなさそう。あ、そのためにザ

ザクとしての塩梅ってものを大切にしたいの。

せ合う『オラザク選手権』みたいな企画が成立する。

クには胸に無駄な空間があるとか……。

？ なんだか、わかったようなわからないような

新 でも『オレガンコンテスト』は成立しない。な

？ 結局自由に作っちゃっていいってことですか？

……少なくとも、ザクは難しいってことだけはよ〜

んかわかる。ガンダムだとどれがいちばんカッコい

原 いやだから……ガンプラなのでもちろん自由に

くわかりました。正解はないっぽいので、自分が気

いかのランキングになっちゃうんだよね。あと、み

作っていいんだけど、そのなかにこだわりを入れた

に入ったザクのキット買ってきて作ります。

んなカッコよさの方向性が近いから、たぶん同じよ

いわけ。自分はどこにどうこだわるか、ほかの人は

原 まずはそれでいいと思います。

うなものばかり集まっちゃう。

どこにどうこだわっているのかを見て楽しむの。

新 また迷うぞ〜。

原 MSVとかMSDがあるから、バリエーションの

新 うーん、やっぱり、オレはカッコよければそれ

？ 脅かさないでくださいよ。

間口が広いっていうのもあるかも。基本的にガンダ

でいいと思うんだけどね。

原 その迷うところがザクの醍醐味なんだってば。

小顔で脚が長ければカッコいい、ではない、
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で、ザクって何が
難しいの？
前説。いまさら聞けない疑問、
「ザクって何が難しいの？」
ザクは難しい！ しかもまず、何が難しいかが難しい！
というわけで、まずはザクは何が難しいかについての覆面
座談会を開催。アナタはどんなザクが作りたいですか？

よくわからない派（以下 ？） このあいだザクを

はザクの個性があってそこを重要にしたい。たとえ

とも重要な記号のひとつだから、なしにしたり大き

作りたい！ と思って模型店に行ったんですけど

ば、頭部の大きさとフォルムとか、胸の形とか、ス

くは変えられないよね。大体、ないとザクⅠになっ

……買えずに帰ってきちゃいました。

パイクアーマーの胸への被さり具合とか、脚部のア

ちゃうし。

新しいガンプラを作る派（以下 新） 売り切れだっ

ウトラインとか、足の大きさとか……。

？ 動力パイプって、ガンプラだと製品によってい

た？ いまならザクのガンプラはたくさん種類があ

新 それなら、いっそスクラッチビルドしたほうが

ろんな方式で再現されていますけど、どれがいちば

るから選び放題でウハウハでしょ。

いいんじゃないの？

んいいんでしょうかね？

？ たくさんありすぎて、どれがいいか選べなくて

原 そういうことではないんだよなあ。もちろんそ

新 一概にどれがいいとは言えないよ。方式によっ

その日は買わずに帰ってきちゃったんです。

ういうのもいいんだろうけど、ガンプラを使ってど

て隙間ができたり節状のラインが不均一になったり

新 最新でめっちゃ動いて作りやすいのならHGU

うにか思ったとおりに作りたいじゃない。そこでど

っていうのもあるし、それぞれが一長一短。

C №234、ディテールがこまかくてバリエーション

うするか悩むのが楽しいというか。

原 設定画に似ているという意味では旧キットがい

を揃えて並べたいならTHE ORIGIN版 HGもいいよ

新 そんなこと言って、スクラッチビルドできない

ちばんだけど、立体にする場合は、MGやRGみた

ね。こっちも作りやすいよ。

だけなんじゃ……。

いな分割して被せる方式も捨てがたい。

やっぱり原典を重視派（以下 原） アニメ劇中や

原 ぎくっ。いや、たしかにうまくできる自信ない

？ 設定画に似せたいのかそうじゃないのか、ます

設定画の原典なイメージが好きなら初代HGUCと

けど、でも、それとこれとは話が別でしょ。

ますわからないです……。

か初代MGあたりもおすすめだよ。可動ギミックに

？ 自分にはスクラッチビルドはムリです……。

原 場所によるんだよね。たとえば自分の場合どう

こだわらないなら、初代シリーズとかMSVシリー

原 正直なところ、フィギュアみたいに設定画をそ

しても原典どおりにしたいところは腰アーマー。

ズのモナカキットを作ると「これぞザク！」って雰

のまま写し取った立体がほしいわけじゃないんだよ

囲気を楽しめる。すごく安いのもいいよね。

ね。そういうものならガンプラのほかにもあるじゃ

？ ……それなんですよ。ほかのガンプラ友達にも

ない。設定画を再現するんだけど、再現しないとこ

原 その言い方もどうかと思うけど（笑）
。ガンダ

聞いてみたんですけど、みんな言うことがバラバラ

ろもあるワケ。

ムとかジムもそうなんだけど、アニメ劇中のイメー

で聞けば聞くほど逆に選べなくなるんです。そもそ

新 どっちやねん！

ジでいくと、一年戦争MSの腰アーマーは一体であ

も、皆さんがどこにこだわっているのかがよくわか

？ 難しいデス……。

ってほしいんだよね。

らないんですよね。だから選べないんです。

原 好きだから話しかけられない、みたいな。アン

新 でもガンプラだとそれじゃ脚が動かないじゃな

原 自分は、やっぱり原典である設定画と『機動戦

ビバレンツな乙女心的な？

い。だから分割可動式になるでしょ。

士ガンダム』劇中のイメージ。アニメではじめてザ

？ ぜんぜんわかりません……。

原 ザクの場合は設定画に線も描かれているし、分

クを見たとき「リアルだ！」って衝撃が走ったじゃ

新 なんだよそれ（笑）
。まあ、わからないでもな

割するのはいいと思うんだ。ただ、分割した結果、

ない。スーパーロボとは一線を画したミリタリーな

いけど、モデラーとしては。

腰アーマーのところがカクカクしたり凸凹したり、

演出、巨大な薬莢の演出とか地味な量産機カラーリ

原 これはザクに限らないけど、ほら、ガンプラを

太ももとの間に段差ができるのがイヤなの。腰から

ングとか、いろんな面で画期的で……。

作る場合って模型としてのリアルさや見映え、みた

脚へのすっと柔らかなラインはぜひ再現したい。

新 この話をしだすとめちゃ長くなるよ……いや失

いなものも要素としてあるじゃない？

新 うーん、そこ気にしたことなかったな。どうせ

礼、ザクがガンダム世界のリアルの象徴みたいなの

新 オレはそこ、すごく優先する。多少元デザイン

動かしてポーズつけて飾るし。

にはまったくもって賛成だし、設定画もアニメ劇中

と変わっても、模型としてのリアル感を優先してど

原 ザクは素立ちで凜々しい姿を堪能したいの。

描写もすごくいいよね。でも、最新のガンプラのザ

んどんアレンジしちゃうほう。

新 最新のHGUCだと、軟質素材の腰アーマーパ

クのほうがスマートでカッコよくない？

？ たとえば？

ーツが付属してたりするよ。

原 でも、設定画とは違う雰囲気じゃない。

新 ザクで言ったら……モノアイとかかな。設定画

原 すごくおもしろいし、いいアイディアだと思う

新 そんなこと言うけど、ガンプラって独自のアレ

やアニメではモノアイのところってただ黒いんだけ

けど、形を変えたいときに改造できないから……。

ンジが楽しいモノじゃない？ RX-78でいまさら

ど、模型で作るならMGとかPGみたいに、内部の

新 改造ありきなのもどうかと思うけど。

メカをディテールとして作り込みたい。

原 いや、ザクを作るんだったら改造してでも理想

でしょう？

原 そこは同感。動力パイプとかはもっとリアルな

のザクを追い求めたいじゃない。

原 ガンプラはガンプラなりにカッコよく進化する

表現にしてみたいと思ってる。

？ その「理想のザク」っていうのがよくわからな

「設定画に似てないからダメ」なんていう人いない

？ それガンプラの記事で読んだことがあります！
「パンツ問題」ですよね。

ものだから、原典と変わるのはいいと思うんだよね。 新 動力パイプはいろいろ難しいよね。リアルにし

いんですよ。具体的にはどうするんですか？

でもやっぱりザクはちょっと別というか。

ようとすると、そもそもこれって何？ ってところ

原 ここまででも話をしたけど、頭部は卵形ライン、

？ 戸惑うのはそのあたりかも……ガンダムのとき

考えないといけないんだけど……。

胴体／腰アーマーは一体で太ももにスムーズに繋が

と勝手が違うというか。

？ 流体パルスシステム的な何か？

るラインにして、頭と足と拳は大きめで、胸中央の

新 ガンダムと同じに考えてもいいんじゃないの？

原 そうなんだろうけど、具体的に何が流れてるの

ピークは下寄り、足甲は傾けて……

原 いや、どうしても気になる。

かはよくわからないじゃない。

？ え〜、ポイント多すぎないですか!?

？ じゃあ、
ずばり聞きますけど、
「カッコいいザク」

？ ザクⅠには動力パイプないし、ザクⅡ以降の

原 まだまだあるよ。ついでに言うと、このザクの

ってどういうことなんでしょう？

MSもあったりなかったりしますよね……。

こだわりポイント、人によってどこにこだわるかと

新 改めて問われると言葉にしにくいなあ。スマー

原 胴と脚は、コクピットや関節機構を避けている

か、どうしたいかが違うからね。

トでよく動いてポーズが決まる、とか、ディテール

と思えばいいけど、頭部は……動力的に必要なもの

？ あ！ なるほど。だから人によってオススメす

にリアリティーがある、とか？

ならこことここわざわざ繋ぐ必要ある？ みたいな。 るザクのキットが違うワケですね。

原 それってザクに限らない一般論だよね。ザクに

でも、ザクの頭部の動力パイプって、ザクⅡのもっ

7

原 「こうじゃないとヤダ」みたいなこと散々言っ

8

HGUC No.234 based

量産型ザクII
新HGUC

MS-06 ザクⅡ
BANDAI SPIRITS 1/144
インジェクションプラスチックキット
HGUC №234 シャア専用ザクⅡ改造
発売中 税込1760円
出典／『機動戦士ガンダム』
製作・文／学屋

製作のベースとしたキット

めちゃめちゃよく動く最新ＨＧＵＣを
ひと足先に量産型として製作！

●新HGUCザクⅡは№234 シャア専用ザ
クⅡは'20年に製品化され、量産型は'20
年に発売されたが、記事の段階では量産型
が未発売だったのでシャア専用ザクⅡを使
い量産型として製作した。改造は最小限に
留め、各部をシャープに見せることでキッ
トのポテンシャルを活かすようにしている
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話題の新HGUCザクⅡは、可動性能が大幅に向上し、スマートなフォルムと
アニメ調のシンプルなディテーリングを併せ持つ1/144ザクの新スタンダー
ド。初代との違いの解説を交えつつその魅力を探ってみましょう。

パチ組み

10

設定画やアニメ劇中のザクⅡは「胴体が一体で腰アーマーが太い太もも
にピッタリ」なので、それをそのまま立体化しようとすると初代
1/144や初代1/100のように脚がほとんど動かせないキットになっ
てしまう。ガンプラではスカートや胴体を分割することで可動範囲を広
げてきたが、可動範囲を広げると立ち姿のバランスに影響が出るため、こ
れまでのザクⅡのガンプラはあまり可動範囲が広くないものばかりだった
（THE ORIGIN版 HGザクは可動範囲が広いが、デザイン自体が大きくリア
レンジされている）
。そんなガンプラのザクⅡの印象をがらりと変えるこ
とになったのがこの新HGUC ザクⅡ。大きく可動させても外観のイメ
ージが崩れないようにさまざまな工夫が盛り込まれている。

◀新たに設計されたポ
リキャップレスの新
HGUCフレーム構造。
先 発 のTHE ORIGIN
版HG ザクより構造を
簡素化しつつ可動範囲
は広げている。足首関
節 の 自 由 度 が 高 く、
4
足甲外装は足首フレ
ームではなく外装に 4首と両肩関節は前方に引き出せるようになっている。肩関節は2
ボールジョイント接 軸＋ボールジョント。胸の外装腕側が開くため、腕を前方に出した
続となっている ときに大きな隙間ができにくい構造になっている
5上の作例写真のように硬質の腰アーマーパーツでも可動範囲はか
なり広いが、軟質パーツを使えばさらにこんなポーズまでとること
ができる。なお、アーマーパーツは完成後も組み換え可能だ

6

6ヒザ関節は2重の引き出し式で、ヒザアーマーは関節ブロ
ック側につく。引き出された部分がアウトラインを形作るよ
うになっているので、大きく曲げても隙間が目立たない
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5

1
2

3

HGUC No.234 based

「ザクのガンプラはあまり動かない」という
イメージを完全に払拭した新HGUCザクⅡ

12ヒジ関節下側が軸接続となったことで、ヒジ頭を外に向けた
状態のまま前腕を前方に曲げることができるようになり、力強い
立ち姿を取りやすくなった。また、前腕手首側が分割され、武器
の両手持ちもしやすくなっている
3腰アーマーは硬質パーツのほかに軟質パーツも付属

HGUC №234

新旧比較

初代HGUC（№
（№32）
▲可動ギミックだけでなく外観も変わった新旧HGUCザクⅡ。
もっとも大きな変化は頭身で、新HGUCではかなり頭部が小
さく、そして脚が長くなり、全体的に細身なフォルムとなって
いる。また成型色がより明るい色となった

▶ 初 代HGUCの 頭 部 は、
頭頂部ラインやたれた口
ダクトなど設定画の雰囲
気をうまく表現していた
が、口ダクト側の動力パ
イプ基部が下がっている。
新HGUCではきちんと円
筒状の張り出し部にパイ
プ が 沿 う よ う に な っ た。
胴体は、初代は胸と腰が
設定画のように一体にな
っていて、胸前面のピー
クが下側にあるのも設定
画に近い。新HGUCでは
胸と腹、腰が分割され胸
部 も 左 右 と 中 央 を 分 割。
胸前面のピークは上半身
の中央付近となり、小さ
くなった頭部や太くなっ
た動力パイプとあわせて
密度感を優先したような
立体構成だ。方向性がか
なり異なるのでどちらが
よいかは好みだろう

HGUC №234

HGUC №234
▶可動ギミックの差は一目瞭然、
この20年におけるガンプラギミ
ックの大きな進化をまざまざと見
せつけられる。ヒジ／ヒザ関節の
可動域の拡大、肩関節の引き出し
式多軸化、胴体内への可動ギミッ
ク搭載などのような目立つギミッ
クの進化だけでなく、軸位置の最
適化や引き出し部の形状に工夫を
することにより曲げたときの隙間
を目立たなくする、といった地味
なノウハウの集積が、自然で力強
くザクらしいポーズを生み出す

初代HGUC

初代HGUC

HGUC №234

◀バックパックは大きく
表現が変わり、初代HGU
Cはスラスターがなく設
定画的だったのに対し新
HGUCではスラスターが
追加された。腰背面の引
き出し式マウントラッチ
は 両 者 と も あ る が、 新
HGUCでは武装を装着で
きる３㎜ダボ穴を下側に
追加。新HGUCの動力パ
イプは、胴体の曲率が大
きいところに切れ目を入
れて曲げる方式にするこ
とで、パイプのスジが斜
めにならなくなった

初代HGUC
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えて軟質パーツ製のスカートが付属したの

しく、従来式の硬質パーツのスカートに加

思いました。とくに可動ギミックはすばら

詰め込まれた好キットに仕上がっていると

で培われてきたザク系キットのノウハウが

た。初代ＨＧＵＣ ザクⅡから 年、これま

予告されている量産型ザクⅡを製作しまし

３４ シャア専用ザクⅡを使って、製品化が

今回はリニューアルされたＨＧＵＣ№２

よくある３㎜ダボ穴をなくすようにすると

ルを作りました。とくに１／１４４では、

め込み、表面にはラッチのようなディテー

ント（武器装着部）にはネオジム磁石を埋

リアアーマー、右肩シールドのハードポイ

周辺が引き締まります。サイドアーマーと

まった位置へ移動。微妙な変更ですが、腰

ーするパーツはいったん切り離し、少し奥

股間ブロック上部の動力パイプ基部をカバ

らなおさらです。キットパーツは若干ボテ

さて、ロボットの命はやはり顔。ザクな

は分割位置を変えて後ハメにしています。

立ててスジ彫りを追加しました。ヒジ関節

を挟み込むので、合わせ目をモールドに見

て削り出しています。肩外装は関節パーツ

いろいろな武装を装備して楽しめるのはザクな
らではの魅力だ

左肩のスパイクは先端をピンピンに尖ら

っとした印象があると思ったので頭頂前部
前腕手首側に追加された可動部は、武器を

ておくと雰囲気がいい。肩スパイクは設定画で
は先がわりと丸かったりするが、立体映えを優

印象がぐっとよくなります。

のひさし部分をシャープなラインになるよ
持つときなどに効果が大きいですが少し隙

ク地上戦セットから3連装ミサイル・ポッド／
クラッカー、シュツルム・ファウストを製作。

には驚きました。塗装や加工の便を考えて

う削りました。ひさし裏は抜けていてスカ
間ができます。今回は好みで可動をなくし

●モノアイ部は塗装で仕上げでいる。模型では
モノアイシールドの黒い部分をツヤあり黒にし

せました。まず先端を少し平らに削ってか

スカなのでパテ埋めしています。ツノ飾り
一体化しました。手首はロボマニの丸指Ｍ

ーカ、ヒート・ホークに加え、EXモデルのマ
ゼラ・アタックからマゼラ・トップ砲、HG ザ

今回は軟質スカートの採用は見送りました

の穴はパテ埋めしてモールドを彫りました。
サイズを使用しています。若干大きめです

●前腕手首側の可動部はあえて一体化。可動範
囲は多少狭くなるがシルエットを優先した

らプラ丸棒を貼りつけ、電動ドリルで回し

口ダクトはザクの表情を決める重要な箇所

脚部はほぼキットのままで、うるさくな

ですが、今回はＧＳＩクレオス ガンダムカ

型ザクⅡにも豊富なオプションが付属する

先してシャープに尖らせている
●キット付属のザク・マシンガン、ザク・バズ

が、ガンプラの新しい可能性を拡げるすば

です。内側をていねいに薄く削り込み、ス
が、ザクには似合っていると思います。

らない程度にディテールを追加。がっしり

ラーのザク用色に若干白を混ぜています。

た。３連装ミサイル・ポッドは初代ＨＧＵＣ

といいなあ、ほかのバリエーションもリリ

●胴体の動力パイプは、パーツを曲げるために
入っている切れ目をパテを使って埋めた

らしい試みだと感じました。

ジ入りプラ板で新たにダクト内部を作り直

した太もも、下膨れのふくらはぎの形状は

しました。モノアイは透明パーツには置き

換えず、キットパーツを塗装して再現しま

ャープに見えるように、エッジに気をつけ

デカールはガンダムデカールとハイキュー

ザクの緑をどうするかは悩ましいところ

すばらしいですね。とても気に入ってます。

した。好みが分かれるところでしょうが、

こういう仕上げもいいですね。

つつ面を整えています。頭部周辺はとくに

胸部はキットのままですが、ラインがシ

注意してきっちり面を整えておくと完成後

パーツのＲＢコーションを使用しました。
ザクの魅力のひとつに多彩なオプション

の印象がよくなると思います。バックパッ

用なので、切り刻んで№２３４に合うよう

武装群があります。今回は、キットに付属

クは一部のモールドをパテで埋め、上部に

このキットでいちばん目についたのが腰

に瞬間接着パテで繋ぎました。シュツルム・

するもののほかにもいろいろ作ってみまし

アーマーのラインです。少ないパーツ数で

ファウストはネオジム磁石でシールドに取

あるスラスターはモールドが甘かったので

しっかり可動する構造がすごいのですが、

削り取ってスジ彫りに変更しました。

若干胸部との別体感が強調されている感が

りつけられるようにしています。

ました。サイドアーマーはリアアーマーに

ースされるとうれしいなあ、などと夢を膨

近い将来発売されるリニューアル版量産

あります。そこで、リアアーマーの上端が

接続するのでリアだけ加工すればサイドも

らませつつ、今回はこのあたりで。
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１㎜狭くなるようにくさび形に幅詰めをし

すぼまります。そのラインに合わせてフロ

■

ントアーマー形状をプラ板で調整しました。

ポイントを絞った最小限の工作で
もっと“ザク”らしさを引き出したい！

19

ZAKUII

MS-06F

HGUC

生まれ変わったHGUC №234
シャア専用ザクⅡを速攻レビュー！

HGUCのリメイクはガンキャノン、ガンダム、グフ、ギャンときて、
ついにザクⅡに到達！ 一見「初代よりちょっとスリムになった
……？」くらいの違いに見えるかもしれませんが、中身はまったくの
別物に生まれ変わっています。めっちゃよく動いてニュートラルなア
レンジのHGザクⅡ、これはもうさっそく作るしかないでしょ！

MS-06S ZAKUII

HGUC MS-06S シャア専用ザクⅡ
BANDAI SPIRITS 1/144
インジェクションプラスチックキット
発売中 税込1760円
出典／『機動戦士ガンダム』
製作・文／堀越智弘
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